
条 例 番 号 条     例     名 

条例第１号 さいたま市保育所条例の一部を改正する条例 
【平成２９年２月１７日公布 所管課：保育課】

条例第２号 さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の

一部を改正する条例 
【平成２９年２月１７日公布 所管課：建築行政課】

条例第３号 県費負担教職員の給与負担等の移譲等に伴う関係条例の整備に関

する条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：教職員企画室】

条例第４号 さいたま市個人情報保護条例等の一部を改正する条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：行政透明推進課】

条例第５号 さいたま市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：ICT 政策課番号制度整備

室】

条例第６号 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の

一部を改正する条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：行財政改革推進部】

条例第７号 さいたま市職員定数条例の一部を改正する条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：庶務課】

条例第８号 さいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条

例の一部を改正する条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：人事課】

条例第９号 さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部

を改正する条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：人事課】

条例第１０号 さいたま市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：人事課】

条例第１１号 さいたま市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する

条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：人事課】

条例第１２号 さいたま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：消防職員課】

条例第１３号 さいたま市市税条例等の一部を改正する条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：税制課】



条例第１４号 さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：建築総務課・住宅政策

課】

条例第１５号 さいたま市消防関係事務手数料条例の一部を改正する条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：査察指導課】

条例第１６号 さいたま市教職員定数条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：教職員企画室】

条例第１７号 さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：教職員企画室】

条例第１８号 さいたま市教員の修学部分休業に関する条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：教職員企画室】

条例第１９号 さいたま市教員の自己啓発等休業に関する条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：教職員企画室】

条例第２０号 さいたま市教員の休職の事由等に関する条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：教職員企画室】

条例第２１号 さいたま市教職員の給与に関する条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：教職員企画室】

条例第２２号 さいたま市教職員退職手当条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：教職員企画室】

条例第２３号 さいたま市学校災害救済給付金条例の一部を改正する条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：健康教育課】

条例第２４号 さいたま市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：子育て支援政策課】

条例第２５号 さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ

条例等の一部を改正する条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：高齢福祉課】

条例第２６号 さいたま市宝来グラウンド・ゴルフ場条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：高齢福祉課】

条例第２７号 さいたま市心身障害者医療費支給条例等の一部を改正する条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：年金医療課】

条例第２８号 さいたま市子ども家庭総合センター条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：子育て支援政策課子ども

総合センター開設準備室】

条例第２９号 さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：国民健康保険課】



条例第３０号 さいたま市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

の基準等に関する条例等の一部を改正する条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：介護保険課】

条例第３１号 さいたま市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：スポーツ振興課】

条例第３２号 さいたま市中小企業融資条例の一部を改正する条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：経済政策課】

条例第３３号 さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正す

る条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：自転車まちづくり推進

課】

条例第３４号 さいたま市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部

を改正する条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：みどり推進課】

条例第３５号 さいたま市消防団条例の一部を改正する条例 
【平成２９年３月２９日公布 所管課：消防総務課】

条例第３６号 さいたま市市税条例の一部を改正する条例 
【平成２９年３月３１日公布 所管課：税制課】

条例第３７号 さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営

の基準等に関する条例及びさいたま市障害福祉サービス事業の設

備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 
【平成２９年３月３１日公布 所管課：障害支援課】

条例第３８号 さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等

に関する条例の一部を改正する条例 
【平成２９年３月３１日公布 所管課：障害支援課】

条例第３９号 さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 
【平成２９年３月３１日公布 所管課：国民健康保険課】

条例第４０号 さいたま市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 
【平成２９年３月３１日公布 所管課：消防総務課】



さいたま市条例第１号 

さいたま市保育所条例の一部を改正する条例

さいたま市保育所条例（平成１３年さいたま市条例第１７５号）の一部を次のよう

に改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

別表（第２条関係）

名称 位置 定員

［略］

さいたま市立

大東保育園

さいたま市浦和区

大東２丁目１８番

７号

［略］

［略］

別表（第２条関係）

名称 位置 定員

［略］

さいたま市立

下木崎保育園

さいたま市浦和区

木崎１丁目５番３

２号

［略］

［略］

附 則

この条例は、平成２９年３月２１日から施行する。



さいたま市条例第２号 

さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例 

さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例（平成１３年さいた

ま市条例第２６３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表第２（第４条―第９条関係） 別表第２（第４条―第９条関係）

１・２ ［略］ １・２ ［略］

３ 土呂駅周辺地区地区整備計画区域 ３ 土呂駅周辺地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（土呂駅

周辺地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＡ地区

をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 風俗営業等

の規制及び業

務の適正化等

に関する法律

（昭和２３年

法律第１２２

号。以下「風

営法」という。

）第２条第１

項第２号から

第５号までに

規定する営業

を営む施設

 ［略］

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（土呂駅

周辺地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＡ地区

をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 風俗営業等

の規制及び業

務の適正化等

に関する法律

の一部を改正

する法律（平

成２７年法律

第４５号）第

１条の規定に

よる改正前の

風俗営業等の

規制及び業務

の適正化等に

関する法律（

昭和２３年法

律第１２２号。

以下「旧風営

法」という。

）第２条第１

項第５号から

第８号までに

 ［略］



Ｂ地区

（土呂駅

周辺地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＢ地区

をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ・  ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号から第５号

までに規定す

る営業を営む

施設

規定する営業

を営む施設

Ｂ地区

（土呂駅

周辺地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＢ地区

をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ・  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号から第８

号までに規定

する営業を営

む施設

４ 東大宮駅周辺地区地区整備計画区域 ４ 東大宮駅周辺地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（東大宮

駅周辺地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＡ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 風営法第２

条第１項第１

号（キャバレ

ーに限る。）、

第２号及び第

３号並びに同

条第６項各号

に規定する営

業を営む施設

 ［略］

Ｂ地区

（東大宮

駅周辺地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＢ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

 Ｃ地区

（東大宮

駅周辺地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＣ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（東大宮

駅周辺地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＡ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

１号、第５号

及び第６号並

びに同条第６

項第１号から

第６号までに

規定する営業

を営む施設

 ［略］

Ｂ地区

（東大宮

駅周辺地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＢ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

 設

 Ｃ地区

（東大宮

駅周辺地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＣ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

５ 宮原駅東口周辺地区地区整備計画区域 ５ 宮原駅東口周辺地区地区整備計画区域



区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（宮原駅

東口周辺

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＡ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 風営法第２

条第１項第１

号（キャバレ

ーに限る。）、

第２号及び第

３号並びに同

条第６項各号

に規定する営

業を営む施設

 ［略］

Ｂ地区

（宮原駅

東口周辺

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＢ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（宮原駅

東口周辺

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＡ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

１号、第５号

及び第６号並

びに同条第６

項第１号から

第６号までに

規定する営業

を営む施設

 ［略］

Ｂ地区

（宮原駅

東口周辺

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＢ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

６ ［略］ ６ ［略］

７ 宮原駅西口周辺地区地区整備計画区域 ７ 宮原駅西口周辺地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（宮原駅

西口周辺

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＡ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 風営法第２

条第１項第１

号（キャバレ

ーに限る。）、

第２号及び第

３号並びに同

条第６項各号

に規定する営

業を営む施設

 ［略］

Ｂ地区

（宮原駅

西口周辺

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＢ

地区をい

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（宮原駅

西口周辺

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＡ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

１号、第５号

及び第６号並

びに同条第６

項第１号から

第６号までに

規定する営業

 を営む施設

 ［略］

Ｂ地区

（宮原駅

西口周辺

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＢ

地区をい

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設



う。）

Ｃ地区

（宮原駅

西口周辺

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＣ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

Ｄ地区

（宮原駅

西口周辺

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＤ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

・  ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

う。）

Ｃ地区

（宮原駅

西口周辺

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＣ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

Ｄ地区

（宮原駅

西口周辺

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＤ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ・  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

８ 丸ヶ崎地区地区整備計画区域 ８ 丸ヶ崎地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（丸ヶ崎

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＡ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ・  ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号から第５号

までに規定す

る営業を営む

施設

 ［略］

Ｂ地区

（丸ヶ崎

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＢ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

Ｃ地区

（丸ヶ崎

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＣ

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（丸ヶ崎

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＡ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ・  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号から第８

号までに規定

する営業を営

む施設

 ［略］

Ｂ地区

（丸ヶ崎

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＢ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

Ｃ地区

（丸ヶ崎

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＣ

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する



地区をい

う。）

 業を営む施設 地区をい

う。）

  営業を営む施

  設

９・１０ ［略］ ９・１０ ［略］

１１ 土呂南地区地区整備計画区域 １１ 土呂南地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

 ［略］

Ａ－２

地区（土

呂南地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＡ－２

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

 ［略］

Ａ－３

地区（土

呂南地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＡ－３

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

～  ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号から第５号

までに規定す

る営業を営む

施設

Ｂ－１

地区（土

呂南地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＢ－１

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

Ｂ－２

地区（土

呂南地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＢ－２

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

Ｃ－１ 次に掲げる用途に

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

 ［略］

Ａ－２

地区（土

呂南地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＡ－２

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

 ［略］

Ａ－３

地区（土

呂南地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＡ－３

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号から第８

号までに規定

する営業を営

む施設

Ｂ－１

地区（土

呂南地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＢ－１

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

Ｂ－２

地区（土

呂南地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＢ－２

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

Ｃ－１ 次に掲げる用途に



地区（土

呂南地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＣ－１

地区をい

う。）

供する建築物

 ～  ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

Ｃ－２

地区（土

呂南地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＣ－２

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号から第５号

までに規定す

る営業を営む

施設

地区（土

呂南地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＣ－１

地区をい

う。）

供する建築物

 ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

Ｃ－２

地区（土

呂南地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＣ－２

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号から第８

号までに規定

する営業を営

む施設

１２～１５ ［略］ １２～１５ ［略］

１６ 北部拠点宮原地区地区整備計画区域 １６ 北部拠点宮原地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（北部拠

点宮原地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＡ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 風営法第２

条第１項各号

及び同条第６

項各号に規定

する営業を営

 む施設

 ［略］

Ｂ－１

地区（北

部拠点宮

原地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｂ－１地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 風営法第２

条第１項第１

号（キャバレ

ーに限る。）、

第２号及び第

３号並びに同

条第６項各号

に規定する営

業を営む施設

Ｂ－２

地区（北

部拠点宮

原地区地

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 風営法第２

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（北部拠

点宮原地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＡ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項各

号及び同条第

６項各号に規

定する営業を

 む施設

 ［略］

Ｂ－１

地区（北

部拠点宮

原地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｂ－１地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

１号、第５号

及び第６号並

びに同条第６

項各号に規定

する営業を営

 む施設

Ｂ－２

地区（北

部拠点宮

原地区地

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 旧風営法第



区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｂ－２地

区をいう。

）

条第１項第１

号（キャバレ

ーに限る。）、

第２号及び第

３号並びに同

条第６項各号

に規定する営

業を営む施設

 ［略］

Ｃ－１

地区（北

部拠点宮

原地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｃ－１地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

Ｃ－２

地区（北

部拠点宮

原地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｃ－２地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号から第４号

までに規定す

る営業を営む

施設

Ｄ地区

（北部拠

点宮原地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＤ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号から第５号

までに規定す

る営業を営む

施設

Ｅ地区

（北部拠

点宮原地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＥ地

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号から第５号

までに規定す

る営業を営む

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｂ－２地

区をいう。

）

２条第１項第

１号、第５号

及び第６号並

びに同条第６

項各号に規定

する営業を営

む施設

 ［略］

Ｃ－１

地区（北

部拠点宮

原地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｃ－１地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

Ｃ－２

地区（北

部拠点宮

原地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｃ－２地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号から第７

号までに規定

する営業を営

む施設

Ｄ地区

（北部拠

点宮原地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＤ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号から第８

号までに規定

  する営業を営

む施設

Ｅ地区

（北部拠

点宮原地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＥ地

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号から第８

号までに規定

する営業を営



区をいう。

）

施設

Ｆ地区

（北部拠

点宮原地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＦ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号から第５号

までに規定す

る営業を営む

施設

Ｇ地区

（北部拠

点宮原地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＧ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号から第５号

までに規定す

る営業を営む

施設

区をいう。

）

む施設

Ｆ地区

（北部拠

点宮原地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＦ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号から第８

号までに規定

する営業を営

む施設

Ｇ地区

（北部拠

点宮原地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＧ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号から第８

号までに規定

する営業を営

む施設

１７ ［略］ １７ ［略］

１８ 大宮深作地区地区整備計画区域 １８ 大宮深作地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

 ［略］

Ｃ地区

（大宮深

作地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｃ地区を

いう。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

 ［略］

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

 ［略］

Ｃ地区

（大宮深

作地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｃ地区を

いう。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

 ［略］

１９ 南浦和駅西口地区地区整備計画区域 １９ 南浦和駅西口地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

 南浦和

駅西口地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

する地区

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 風営法第２

条第６項第３

号に規定する

興行場である

ヌードスタジ

オ及びストリ

 ［略］

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

 南浦和

駅西口地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

する地区

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 旧風営法第

２条第６項第

３号に規定す

る興行場であ

るヌードスタ

ジオ及びスト

 ［略］



ップ劇場 

 風営法第２

条第６項第４

号に規定する

営業であるモ

ーテル営業を

営む施設

リップ劇場 

 旧風営法第

２条第６項第

４号に規定す

る営業である

モーテル営業

を営む施設

２０ 浦和仲町２丁目地区地区整備計画区域 ２０ 浦和仲町２丁目地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

浦和仲

町２丁目

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示する地

区

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 風営法第２

条第１項第１

号（キャバレ

ーに限る。）

及び第２号か

ら第４号まで

並びに同条第

６項各号に規

定する営業を

営む施設

 ［略］

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

浦和仲

町２丁目

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示する地

区

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

１号及び第５

号から第７号

まで並びに同

条第６項各号

に規定する営

業を営む施設

 ［略］

２１ 北与野駅南口西地区地区整備計画区域 ２１ 北与野駅南口西地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

北与野

駅南口西

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示する地

区

次に掲げる用途に

供する建築物

 風営法第２

条第１項第２

  号から第５号

までに規定す

る営業を営む

施設

  ・  ［略］

 ［略］

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

北与野

駅南口西

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示する地

区

次に掲げる用途に

供する建築物

 旧風営法第

２条第１項第

  ５号から第８

号までに規定

する営業を営

む施設

  ・  ［略］

 ［略］

２２ 後原中央東地区地区整備計画区域 ２２ 後原中央東地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

 後原中

央東地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

る地区

次に掲げる用途に

供する建築物

 風営法第２

条第１項各号

及び同条第６

項各号に規定

する営業を営

む施設

  ・  ［略］

 ［略］

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

 後原中

央東地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

る地区

次に掲げる用途に

供する建築物

 旧風営法第

２条第１項各

号及び同条第

６項各号に規

定する営業を

営む施設

  ・  ［略］

 ［略］

２３ 浦和駅西口南第四地区地区整備計画区域 ２３ 浦和駅西口南第四地区地区整備計画区域



区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（浦和駅

西口南第

四地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ａ地区を

いう。）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 風営法第２

条第１項第１

号（キャバレ

ーに限る。）、

第２号及び第

３号並びに同

条第６項各号

に規定する営

業を営む施設

 ［略］

 ［略］

Ｂ地区

（浦和駅

西口南第

四地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｂ地区を

いう。）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 風営法第２

条第１項第１

号（キャバレ

ーに限る。）、

第２号及び第

３号並びに同

条第６項各号

に規定する営

業を営む施設

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（浦和駅

西口南第

四地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ａ地区を

いう。）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

１号、第５号

及び第６号並

びに同条第６

項各号に規定

する営業を営

む施設 

 ［略］

 ［略］

Ｂ地区

（浦和駅

西口南第

四地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｂ地区を

いう。）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

１号、第５号

及び第６号並

びに同条第６

項各号に規定

する営業を営

む施設 

２４ 上木崎１丁目地区地区整備計画区域 ２４ 上木崎１丁目地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

東ゾー

ン（上木

崎１丁目

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示する東

ゾーンを

いう。）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ・  ［略］

 風営法第２

条第６項各号

に規定する営

業を営む施設

 ［略］

 ［略］

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

東ゾー

ン（上木

崎１丁目

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示する東

ゾーンを

いう。）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ・  ［略］

 旧風営法第

２条第６項各

号に規定する

営業を営む施

  設

 ［略］

 ［略］

２５ 浦和東部第二北地区地区整備計画区域 ２５ 浦和東部第二北地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（浦和東

部第二北

地区地区

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

 ［略］

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（浦和東

部第二北

地区地区

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

 ［略］



計画の地

区整備計

画図に表

示するＡ

地区をい

う。）

 条第１項第１

号（キャバレ

ーに限る。）、

第２号及び第

３号に規定す

る営業を営む

施設

Ｂ－１

地区（浦

和東部第

二北地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＢ－１

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

Ｂ－２

地区（浦

和東部第

二北地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＢ－２

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

Ｃ－１

地区（浦

和東部第

二北地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＣ－１

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

Ｃ－２

地区（浦

和東部第

二北地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＣ－２

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

計画の地

区整備計

画図に表

示するＡ

地区をい

う。）

 ２条第１項第

１号、第５号

及び第６号に

規定する営業

を営む施設 

Ｂ－１

地区（浦

和東部第

二北地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＢ－１

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設 

Ｂ－２

地区（浦

和東部第

二北地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＢ－２

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

Ｃ－１

地区（浦

和東部第

二北地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＣ－１

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

Ｃ－２

地区（浦

和東部第

二北地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＣ－２

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設 



地区をい

う。）

地区をい

う。）

２６ 浦和東部第二中地区地区整備計画区域 ２６ 浦和東部第二中地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（浦和東

部第二中

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＡ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第１

号（キャバレ

ーに限る。）、

第２号及び第

３号、同条第

６項各号並び

に同条第９項

に規定する営

業を営む施設

 ［略］

 ［略］

Ｂ－１

地区（浦

和東部第

二中地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＢ－１

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

Ｂ－２

地区（浦

和東部第

二中地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＢ－２

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

Ｃ－１

地区（浦

和東部第

二中地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（浦和東

部第二中

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＡ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

１号、第５号

及び第６号、

同条第６項第

１号から第６

号まで並びに

同条第９項に

規定する営業

を営む施設 

 ［略］

 ［略］

Ｂ－１

地区（浦

和東部第

二中地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＢ－１

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

Ｂ－２

地区（浦

和東部第

二中地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＢ－２

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

  設

Ｃ－１

地区（浦

和東部第

二中地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施



るＣ－１

地区をい

う。）

Ｃ－２

地区（浦

和東部第

二中地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＣ－２

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

Ｄ－１

地区（浦

和東部第

二中地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＤ－１

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

Ｄ－２

地区（浦

和東部第

二中地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＤ－２

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

るＣ－１

地区をい

う。）

  設

Ｃ－２

地区（浦

和東部第

二中地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＣ－２

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設 

Ｄ－１

地区（浦

和東部第

二中地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＤ－１

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設 

Ｄ－２

地区（浦

和東部第

二中地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＤ－２

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設 

２７ 浦和東部第二南地区地区整備計画区域 ２７ 浦和東部第二南地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（浦和東

部第二南

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＡ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第１

号（キャバレ

ーに限る。）、

第２号及び第

３号、同条第

６項各号並び

 ［略］

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（浦和東

部第二南

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＡ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

１号、第５号

及び第６号、

同条第６項第

１号から第６

号まで並びに

 ［略］



  に同条第９項

に規定する営

業を営む施設

Ｂ地区

（浦和東

部第二南

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＢ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

Ｃ－１

地区（浦

和東部第

二南地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＣ－１

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

Ｃ－２

地区（浦

和東部第

二南地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＣ－２

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

  同条第９項に

規定する営業

を営む施設

Ｂ地区

（浦和東

部第二南

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＢ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設 

Ｃ－１

地区（浦

和東部第

二南地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＣ－１

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設 

Ｃ－２

地区（浦

和東部第

二南地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＣ－２

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設 

２８ 大宮駅東口駅前南地区地区整備計画区域 ２８ 大宮駅東口駅前南地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

大宮駅

東口駅前

南地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

地区

次に掲げる用途に

供する建築物

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号、

同条第６項各

号並びに同条

第９項に規定

する営業を営

む施設

 ［略］

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

大宮駅

東口駅前

南地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

地区

次に掲げる用途に

供する建築物

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号、同条第６

項各号並びに

同条第９項に

規定する営業

を営む施設

 ［略］

２９ ［略］ ２９ ［略］



３０ 大宮駅西口第四地区地区整備計画区域 ３０ 大宮駅西口第四地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

業務・

商業複合

地区（大

宮駅西口

第四地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

る業務・

商業複合

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 風営法第２

条第１項第１

号（キャバレ

ーに限る。）、

第２号及び第

３号、同条第

６項各号並び

に同条第９項

に規定する営

業を営む施設

 ［略］

商業・

文化・サ

ービス地

区（大宮

駅西口第

四地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

商業・文

化・サー

ビス地区

をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 風営法第２

条第１項第１

号（キャバレ

ーに限る。）、

第２号及び第

３号、同条第

６項各号並び

に同条第９項

に規定する営

業を営む施設

住宅・

商業複合

地区（大

宮駅西口

第四地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

る住宅・

商業複合

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

業務・

商業複合

地区（大

宮駅西口

第四地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

る業務・

商業複合

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 旧風営法第

２条第１項第

１号、第５号

及び第６号、

同条第６項第

１号から第６

号まで並びに

同条第９項に

規定する営業

を営む施設 

 ［略］

商業・

文化・サ

ービス地

区（大宮

駅西口第

四地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

商業・文

化・サー

ビス地区

をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 旧風営法第

２条第１項第

１号、第５号

及び第６号、

同条第６項第

１号から第６

号まで並びに

同条第９項に

規定する営業

を営む施設

住宅・

商業複合

地区（大

宮駅西口

第四地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

る住宅・

商業複合

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

  設

３１ ［略］ ３１ ［略］

３２ 武蔵浦和駅第８－１街区地区整備計画区域 ３２ 武蔵浦和駅第８－１街区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

武蔵浦 次に掲げる用途に ［略］

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

武蔵浦 次に掲げる用途に ［略］



和駅第８

－１街区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

る地区

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項各号、

同条第６項各

号及び同条第

９項に規定す

る営業を営む

施設 

和駅第８

－１街区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

る地区

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

１号から第８

号まで、同条

第６項第１号

から第６号ま

で及び同条第

９項に規定す

る営業を営む

施設

３３ 江川地区地区整備計画区域 ３３ 江川地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

 ［略］

Ｄ地区

（江川地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＤ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 風営法第２

条第１項各号

及び同条第６

項第２号に規

定する営業を

営む施設

 ［略］

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

 ［略］

Ｄ地区

（江川地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＤ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項各

号及び同条第

６項第２号に

規定する営業

を営む施設

 ［略］

３４ ［略］ ３４ ［略］

３５ 岩槻駅東口地区地区整備計画区域 ３５ 岩槻駅東口地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

岩槻駅

東口地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

る地区

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 風営法第２

条第６項各号

に規定する営

業を営む施設

 ［略］

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

岩槻駅

東口地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

る地区

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 旧風営法第

２条第６項各

号に規定する

営業を営む施

設

 ［略］

３６ ［略］ ３６ ［略］

３７ 岩槻駅西口地区地区整備計画区域 ３７ 岩槻駅西口地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

 ［略］

Ｃ１地

区（岩槻

駅西口地

区地区計

画の地区

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 風営法第２

条第１項第４

 ［略］

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

 ［略］

Ｃ１地

区（岩槻

駅西口地

区地区計

画の地区

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

 ［略］



整備計画

図に表示

するＣ１

地区をい

う。）

号及び同条第

６項第２号に

規定する営業

を営む施設

Ｃ２地

区（岩槻

駅西口地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＣ２

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 風営法第２

条第６項第２

号に規定する

営業を営む施

設

Ｄ地区

（岩槻駅

西口地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＤ地区

をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 風営法第２

条第６項各号

に規定する営

業を営む施設

整備計画

図に表示

するＣ１

地区をい

う。）

７号及び同条

第６項第２号

に規定する営

業を営む施設

Ｃ２地

区（岩槻

駅西口地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＣ２

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 旧風営法第

２条第６項第

２号に規定す

る営業を営む

施設

Ｄ地区

（岩槻駅

西口地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＤ地区

をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 旧風営法第

２条第６項各

号に規定する

営業を営む施

設

３８ 岩槻南部新和西地区地区整備計画区域 ３８ 岩槻南部新和西地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（岩槻南

部新和西

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＡ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

 ［略］

Ｂ地区

（岩槻南

部新和西

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＢ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

Ｃ地区 次に掲げる用途に

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（岩槻南

部新和西

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＡ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

 ［略］

Ｂ地区

（岩槻南

部新和西

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＢ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設 

Ｃ地区 次に掲げる用途に



（岩槻南

部新和西

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＣ

地区をい

う。）

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

Ｄ１地

区（岩槻

南部新和

西地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｄ１地区

をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

Ｄ２地

区（岩槻

南部新和

西地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｄ２地区

をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

Ｅ地区

（岩槻南

部新和西

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＥ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

  業を営む施設

Ｆ地区

（岩槻南

部新和西

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＦ

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第１

号（キャバレ

ーに限る。）、

  第２号及び第

（岩槻南

部新和西

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＣ

地区をい

う。）

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設 

Ｄ１地

区（岩槻

南部新和

西地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｄ１地区

をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

Ｄ２地

区（岩槻

南部新和

西地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｄ２地区

をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

Ｅ地区

（岩槻南

部新和西

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＥ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

  営業を営む施

  設

Ｆ地区

（岩槻南

部新和西

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＦ

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

１号、第５号

及び第６号に

規定する営業



地区をい

う。）

  ３号に規定す

  る営業を営む

  施設

地区をい

う。）

を営む施設

３９ 武蔵浦和駅第７沿道街区地区整備計画区域 ３９ 武蔵浦和駅第７沿道街区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

武蔵浦

和駅第７

沿道街区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

る地区

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号、

同条第６項各

号並びに同条

第９項に規定

する営業を営

む施設 

 ［略］

 ［略］

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

武蔵浦

和駅第７

沿道街区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

る地区

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号、同条第６

項各号並びに

同条第９項に

規定する営業

を営む施設 

 ［略］

 ［略］

４０ 本郷町北・吉野町南地区地区整備計画区域 ４０ 本郷町北・吉野町南地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

 ［略］

Ｂ－２

地区（本

郷町北・

吉野町南

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＢ

－２地区

をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ・  ［略］

 風営法第２

条第１項各号

に規定する営

業を営む施設

 ［略］

 ［略］

Ｃ－２

地区（本

郷町北・

吉野町南

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＣ

－２地区

をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ・  ［略］

 風営法第２

  条第１項各号

に規定する営

業を営む施設

 ［略］

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

 ［略］

Ｂ－２

地区（本

郷町北・

吉野町南

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＢ

－２地区

をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ・  ［略］

 旧風営法第

２条第１項各

号に規定する

営業を営む施

設 

 ［略］

 ［略］

Ｃ－２

地区（本

郷町北・

吉野町南

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＣ

－２地区

をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ・  ［略］

 旧風営法第 

２条第１項各 

号に規定する 

営業を営む施 

設

 ［略］

４１ ［略］ ４１ ［略］



４２ 日進東地区地区整備計画区域 ４２ 日進東地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（日進東

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＡ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 風営法第２

条第１項各号

に規定する営

業を営む施設

 ［略］

Ｂ地区

（日進東

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＢ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

・  ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

Ｃ地区

（日進東

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＣ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

 ［略］

Ｅ地区

（日進東

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＥ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 風営法第２

条第１項各号

に規定する営

  業を営む施設

 ［略］

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（日進東

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＡ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項各

号に規定する

営業を営む施

設 

 ［略］

Ｂ地区

（日進東

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＢ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ・  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

  営業を営む施

  設

Ｃ地区

（日進東

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＣ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

 ［略］

Ｅ地区

（日進東

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＥ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項各 

号に規定する

  営業を営む施

設

 ［略］

４３ 浦和東部第一地区地区整備計画区域 ４３ 浦和東部第一地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（浦和東

部第一地

区地区計

画の地区

次に掲げる用途に

供する建築物

・  ［略］

 風営法第２

条第１項第１

 ［略］

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（浦和東

部第一地

区地区計

画の地区

次に掲げる用途に

供する建築物

  ・  ［略］

 旧風営法第

第２条第１項

 ［略］



整備計画

図に表示

するＡ地

区をいう。

）

  号から第３号

まで、同条第

６項各号及び

同条第９項に

規定する営業

を営む施設

Ｂ地区

（浦和東

部第一地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＢ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

Ｃ地区

（浦和東

部第一地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＣ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

Ｄ－１

地区（浦

和東部第

一地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｄ－１地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

Ｄ－２

地区（浦

和東部第

一地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｄ－２地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

整備計画

図に表示

するＡ地

区をいう。

）

第１号から第

６号まで、同

条第６項各号

及び同条第９

項に規定する

営業を営む施

設

Ｂ地区

（浦和東

部第一地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＢ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設 

Ｃ地区

（浦和東

部第一地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＣ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

Ｄ－１

地区（浦

和東部第

一地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｄ－１地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設 

Ｄ－２

地区（浦

和東部第

一地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｄ－２地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設 



４４ 南与野駅西口地区地区整備計画区域 ４４ 南与野駅西口地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（南与野

駅西口地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＡ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ・  ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

 ［略］

Ｂ地区

（南与野

駅西口地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＢ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

  に規定する営

業を営む施設

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（南与野

駅西口地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＡ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ・  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設 

 ［略］

Ｂ地区

（南与野

駅西口地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＢ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

４５ 武蔵浦和駅周辺地区地区整備計画区域 ４５ 武蔵浦和駅周辺地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

 第１－

Ａ(イ)地区
（武蔵浦

和駅周辺

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示する第

１－Ａ(イ)
地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ・  ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

並びに同条第

６項各号に規

定する営業を

営む施設

 ［略］

 ［略］

第１－

Ｂ地区（

武蔵浦和

駅周辺地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

する第１

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

並びに同条第

６項各号に規

定する営業を

 ［略］

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

 第１－

Ａ(イ)地区
（武蔵浦

和駅周辺

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示する第

１－Ａ(イ)
地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ・  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号並びに同条

第６項各号に

規定する営業

を営む施設

 ［略］

 ［略］

第１－

Ｂ地区（

武蔵浦和

駅周辺地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

する第１

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号並びに同条

第６項各号に

規定する営業

 ［略］



－Ｂ地区

をいう。

）

  営む施設

 ［略］

第２地

区（武蔵

浦和駅周

辺地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

第２地区

をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

並びに同条第

６項各号に規

定する営業を

営む施設

 ［略］

第３地

区（武蔵

浦和駅周

辺地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

第３地区

をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

並びに同条第

６項各号に規

定する営業を

営む施設 

第４地

区（武蔵

浦和駅周

辺地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

第４地区

をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

並びに同条第

６項各号に規

定する営業を

営む施設 

第６地

区（武蔵

浦和駅周

辺地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

第６地区

をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

並びに同条第

６項各号に規

定する営業を

営む施設 

 第９地 次に掲げる用途に

－Ｂ地区

をいう。

）

  を営む施設 

 ［略］

第２地

区（武蔵

浦和駅周

辺地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

第２地区

をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号並びに同条

第６項各号に

規定する営業

を営む施設

 ［略］

第３地

区（武蔵

浦和駅周

辺地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

第３地区

をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号並びに同条

第６項各号に

規定する営業

を営む施設 

第４地

区（武蔵

浦和駅周

辺地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

第４地区

をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号並びに同条

第６項各号に

規定する営業

を営む施設 

第６地

区（武蔵

浦和駅周

辺地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

第６地区

をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物 

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号並びに同条

第６項各号に

規定する営業

を営む施設 

 第９地 次に掲げる用途に



区（武蔵

浦和駅周

辺地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

第９地区

をいう。

）

供する建築物

・  ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

並びに同条第

６項各号に規

定する営業を

営む施設

区（武蔵

浦和駅周

辺地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

第９地区

をいう。

）

供する建築物

  ・  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号並びに同条

第６項各号に

規定する営業

を営む施設

４６ 浦和駅西口南高砂地区地区整備計画区域 ４６ 浦和駅西口南高砂地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

浦和駅

西口南高

砂地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

地区

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第１

号（キャバレ

ーに限る。）

及び第２号か

ら第５号まで

並びに同条第

６項第４号か

ら第６号まで

に規定する営

業を営む施設

（ただし、都

市再開発法（

昭和４４年法

律第３８号）

に基づく第一

種市街地再開

発事業の権利

変換により営

業を営む施設

のうち、当該

施設が浦和駅

西口南高砂地

区地区計画が

定められた際

現に営業を営

んでいた施設

（風営法に適

合する営業を

営んでいた施

設に限る。）

と同一の営業

を営むもので、

 ［略］

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

浦和駅

西口南高

砂地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

地区

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

１号及び第５

号から第８号

まで並びに同

条第６項第４

号から第６号

までに規定す

る営業を営む

施設（ただし、

都市再開発法

（昭和４４年

法律第３８号

）に基づく第

一種市街地再

開発事業の権

利変換により

営業を営む施

設のうち、当

該施設が浦和

駅西口南高砂

地区地区計画

が定められた

際現に営業を

営んでいた施

設（風俗営業

等の規制及び

業務の適正化

等に関する法

律に適合する

営業を営んで

いた施設に限

る。）と同一

 ［略］



当該地区計画

が定められた

際現に営業を

営んでいた施

設の床面積の

合計を超えな

いものを除く。

）

 ［略］

の営業を営む

もので、当該

地区計画が定

められた際現

に営業を営ん

でいた施設の

床面積の合計

を超えないも

のを除く。）

 ［略］

４７ ［略］ ４７ ［略］

４８ 大宮西部地区地区整備計画区域 ４８ 大宮西部地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（大宮西

部地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ａ地区を

いう。）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ・  ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

 ［略］

 ［略］

Ｆ地区

（大宮西

部地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｆ地区を

いう。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項各号

に規定する営

業を営む施設

 ［略］

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（大宮西

部地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ａ地区を

いう。）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ・  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

 ［略］

 ［略］

Ｆ地区

（大宮西

部地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｆ地区を

いう。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項各

号に規定する

営業を営む施

設

 ［略］

４９ ［略］ ４９ ［略］

５０ 岸町５丁目北地区地区整備計画区域 ５０ 岸町５丁目北地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

 ［略］

Ｂ地区

（岸町５

丁目北地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＢ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

 ［略］

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

 ［略］

Ｂ地区

（岸町５

丁目北地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＢ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

 ［略］



５１ 土屋地区地区整備計画区域 ５１ 土屋地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

 ［略］

Ｂ地区

（土屋地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＢ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

 ［略］

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

 ［略］

Ｂ地区

（土屋地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＢ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

 ［略］

５２ 宮前町１丁目西地区地区整備計画区域 ５２ 宮前町１丁目西地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（宮前町

１丁目西

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＡ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

 ［略］

Ｂ地区

（宮前町

１丁目西

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＢ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

Ｃ地区

（宮前町

１丁目西

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＣ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（宮前町

１丁目西

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＡ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設 

 ［略］

Ｂ地区

（宮前町

１丁目西

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＢ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

Ｃ地区

（宮前町

１丁目西

地区地区

計画の地

区整備計

画図に表

示するＣ

地区をい

う。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

５３  沼五反田地区地区整備計画区域 ５３  沼五反田地区地区整備計画区域

区分 ア イ ウ エ オ カ 区分 ア イ ウ エ オ カ



地区

 ［略］

Ｂ地区

（ 沼五

反田地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＢ地区

をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

 ［略］

Ｃ地区

（ 沼五

反田地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＣ地区

をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

  条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

地区

 ［略］

Ｂ地区

（ 沼五

反田地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＢ地区

をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

 ［略］

Ｃ地区

（ 沼五

反田地区

地区計画

の地区整

備計画図

に表示す

るＣ地区

をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

  ２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

５４ 大谷南部地区地区整備計画区域 ５４ 大谷南部地区地区整備計画区域

区分 ア イ ウ エ オ カ

地区

 ［略］

Ｂ地区

（大谷南

部地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｂ地区を

いう。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

 ［略］

区分 ア イ ウ エ オ カ

地区

 ［略］

Ｂ地区

（大谷南

部地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｂ地区を

いう。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

 ［略］

５５ 大谷北部地区地区整備計画区域 ５５ 大谷北部地区地区整備計画区域

区分 ア イ ウ エ オ カ

地区

 ［略］

Ｂ地区

（大谷北

部地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｂ地区を

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

 ［略］

区分 ア イ ウ エ オ カ

地区

 ［略］

Ｂ地区

（大谷北

部地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｂ地区を

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

 ［略］



いう。）

Ｃ地区

（大谷北

部地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｃ地区を

いう。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

いう。）   設

Ｃ地区

（大谷北

部地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｃ地区を

いう。）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

５６・５７ ［略］ ５６・５７ ［略］

５８ 三室南宿第二地区地区整備計画区域 ５８ 三室南宿第二地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

 ［略］

Ｃ－１

地区（三

室南宿第

二地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｃ－１地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

 ［略］

Ｃ－２

地区（三

室南宿第

二地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｃ－２地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

 ［略］

Ｃ－１

地区（三

室南宿第

二地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｃ－１地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

 ［略］

Ｃ－２

地区（三

室南宿第

二地区地

区計画の

地区整備

計画図に

表示する

Ｃ－２地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

 ５９・６０ ［略］  ５９・６０ ［略］

 ６１ 指扇地区地区整備計画区域  ６１ 指扇地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（指扇地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＡ地

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

 ［略］

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（指扇地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＡ地

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

 ［略］



附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

区をいう。

）

  業を営む施設

 ［略］

区をいう。

）

  営業を営む施

  設

 ［略］

 ６２ ［略］  ６２ ［略］

 ６３ 北袋町１丁目地区地区整備計画区域  ６３ 北袋町１丁目地区地区整備計画区域

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（北袋町

１丁目地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＡ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

並びに同条第

６項各号に規

定する営業を

営む施設

 ［略］

Ｂ地区

（北袋町

１丁目地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＢ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

Ｃ地区

（北袋町

１丁目地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＣ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 風営法第２

条第１項第２

号及び第３号

に規定する営

業を営む施設

区分

地区

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地区

（北袋町

１丁目地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＡ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

  ～  ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号並びに同条

第６項各号に

規定する営業

を営む施設

 ［略］

Ｂ地区

（北袋町

１丁目地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＢ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設 

Ｃ地区

（北袋町

１丁目地

区地区計

画の地区

整備計画

図に表示

するＣ地

区をいう。

）

次に掲げる用途に

供する建築物

 ［略］

 旧風営法第

２条第１項第

５号及び第６

号に規定する

営業を営む施

設

 ６４・６５ ［略］  ６４・６５ ［略］



さいたま市条例第３号 

県費負担教職員の給与負担等の移譲等に伴う関係条例の整備に関する条例 

 （さいたま市教育職員の育児休業等に関する条例等の廃止） 

第１条 次に掲げる条例は、廃止する。 

 さいたま市教育職員の育児休業等に関する条例（平成１３年さいたま市条例第

１０８号） 

 さいたま市教育職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２７年さいたま市条

例第１６号） 

 さいたま市教育職員の給与等に関する条例（平成１３年さいたま市条例第１１

０号） 

 さいたま市教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（平成１３年さい

たま市条例第１１１号） 

 （さいたま市職員の再任用に関する条例の一部改正） 

第２条 さいたま市職員の再任用に関する条例（平成１３年さいたま市条例第３０２

号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

   附 則    附 則 

（県費負担教職員の給与負担等の移譲等に伴う経

過措置） 

第１条の３ 平成２９年３月３１日以前に職員の再

任用に関する条例（平成１３年埼玉県条例第６号

）第２条第２号の規定の適用を受けた者は、第２

条第２号に掲げる者とみなす。 

 （公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第３条 公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例（平成１３年さいた



ま市条例第３０３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（職員の派遣） （職員の派遣）

第２条 ［略］ 第２条 ［略］

２ 法第２条第１項の条例で定める職員は、次のと

おりとする。

２ 法第２条第１項の条例で定める職員は、次のと

おりとする。

 ～  ［略］  ～  ［略］

 地方公務員法第２８条第２項若しくはさいた

ま市教員の休職の事由等に関する条例（平成２

９年さいたま市条例第２０号）第３条第１項の

規定により休職にされ、又は同法第２９条第１

項の規定により停職にされている職員その他の

同法第３５条に規定する法律又は条例の特別の

定めに基づき職務に専念する義務を免除されて

いる職員

 地方公務員法第２８条第２項の規定により休

職にされ、又は同法第２９条第１項の規定によ

り停職にされている職員その他の同法第３５条

に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき

職務に専念する義務を免除されている職員

３ ［略］ ３ ［略］

 （職務に復帰した職員に関するさいたま市職員の

給与に関する条例等の特例）

（職務に復帰した職員に関するさいたま市職員の

給与に関する条例の特例）

第５条 職員派遣後職務に復帰した職員（企業職員

である職員及び技能職員である職員を除く。第７

条において同じ。）に関するさいたま市職員の給

与に関する条例（平成１３年さいたま市条例第４

２号）第３３条第１項又はさいたま市教職員の給

与に関する条例（平成２９年さいたま市条例第２

１号）第２９条第１項の規定の適用については、

派遣団体において就いていた業務（当該業務に係

る労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０

号）第７条第２項及び第３項又は地方公務員災害

補償法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２

項及び第３項に規定する通勤を含む。）を公務と

みなす。

第５条 職員派遣後職務に復帰した職員（企業職員

である職員及び技能職員である職員を除く。第７

条において同じ。）に関するさいたま市職員の給

与に関する条例（平成１３年さいたま市条例第４

２号）第３３条第１項の規定の適用については、

派遣先団体において就いていた業務（当該業務に

係る労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５

０号）第７条第２項及び第３項又は地方公務員災

害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第

２項及び第３項に規定する通勤を含む。）を公務

とみなす。

 （派遣職員の復帰時における処遇）  （派遣職員の復帰時における処遇）

第６条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるそ

の者の職務の級及び号給については、部内の他の

職員との権衡上必要と認められる範囲内において、

 人事委員会規則（さいたま市教職員の給与に関す

第６条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるそ

の者の職務の級及び号給については、部内の他の

職員との権衡上必要と認められる範囲内において、

 人事委員会規則で定めるところにより、必要な調



る条例（平成２９年さいたま市条例第２１号）の

適用を受ける職員にあっては、教育委員会規則）

で定めるところにより、必要な調整を行うことが

できる。

整を行うことができる。

 （職務に復帰した職員等に関するさいたま市職員

退職手当条例等の特例）

 （職務に復帰した職員等に関するさいたま市職員

退職手当条例の特例）

第７条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した

場合（派遣職員がその職員派遣の期間中に退職し

た場合を含む。）におけるさいたま市職員退職手

当条例（平成１３年さいたま市条例第４６号。以

下「職員退職手当条例」という。）又はさいたま

市教職員退職手当条例（平成２９年さいたま市条

 例第２２号。以下「教職員退職手当条例」という。

 ）の規定の適用については、派遣先団体の業務に

係る業務上の傷病又は死亡は職員退職手当条例第

５条第２項、第６条第１項及び第１０条の４第１

項又は教職員退職手当条例第７条第２項、第８条

第１項及び第１６条第１項に規定する公務上の傷

病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保

険法第７条第２項及び第３項又は地方公務員災害

補償法第２条第２項及び第３項に規定する通勤に

よる傷病は職員退職手当条例第５条第２項、第６

条第２項及び第１０条の４第１項又は教職員退職

手当条例第７条第２項、第８条第２項及び第１６

条第１項に規定する通勤による傷病とみなす。

第７条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した

場合（派遣職員がその職員派遣の期間中に退職し

た場合を含む。）におけるさいたま市職員退職手

当条例（平成１３年さいたま市条例第４６号。以

下「退職手当条例」という。）の規定の適用につ

いては、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又

は死亡は退職手当条例第５条第２項、第６条第１

項及び第１０条の４第１項に規定する公務上の傷

病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保

険法第７条第２項及び第３項又は地方公務員災害

補償法第２条第２項及び第３項に規定する通勤に

よる傷病は退職手当条例第５条第２項、第６条第

２項及び第１０条の４第１項に規定する通勤によ

る傷病とみなす。

２ 派遣職員に関する職員退職手当条例第１０条の

４第１項及び第１１条第４項又は教職員退職手当

条例第１６条第１項及び第１８条第４項の規定の

適用については、派遣職員の期間（育児休業、介

護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律（平成３年法律第７６号）に規定する

育児休業の期間を除く。）は、職員退職手当条例

第１０条の４第１項又は教職員退職手当条例第１

６条第１項に規定する現実に職務に従事すること

を要しない期間には該当しないものとみなす。

２ 派遣職員に関する退職手当条例第１０条の４第

１項及び第１１条第４項の規定の適用については、

 派遣職員の期間（育児休業、介護休業等育児又は

家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成

３年法律第７６号）に規定する育児休業の期間を

除く。）は、退職手当条例第１０条の４第１項に

規定する現実に職務に従事することを要しない期

間には該当しないものとみなす。

３ ［略］ ３ ［略］

４ 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場

合に支給する職員退職手当条例又は教職員退職手

当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる

給料月額については、部内の他の職員との権衡上

必要があると認められるときは、前条の規定の例

により、その額を調整することができる。

４ 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場

合に支給する退職手当条例の規定による退職手当

の算定の基礎となる給料月額については、部内の

他の職員との権衡上必要があると認められるとき

は、前条の規定の例により、その額を調整するこ

とができる。

 （法第１０条第１項の条例で定める職員）  （法第１０条第１項の条例で定める職員）

第１１条 法第１０条第１項の条例で定める職員は、

次のとおりとする。

第１１条 法第１０条第１項の条例で定める職員は、

次のとおりとする。

  ～  ［略］   ～  ［略］

 地方公務員法第２８条第２項若しくはさいた  地方公務員法第２８条第２項の規定により休



ま市教員の休職の事由等に関する条例第３条第

１項の規定により休職にされ、又は同法第２９

条第１項の規定により停職にされている職員そ

の他の同法第３５条に規定する法律又は条例の

特別の定めにより職務に専念する義務を免除さ

れている職員

職にされ、又は同法第２９条第１項の規定によ

り停職にされている職員その他の同法第３５条

に規定する法律又は条例の特別の定めにより職

務に専念する義務を免除されている職員

 （採用された職員に関するさいたま市職員の給与

に関する条例等の特例）

（採用された職員に関するさいたま市職員の給与

に関する条例の特例）

第１５条 法第１０条第１項の規定により採用され

た職員（企業職員である職員及び技能職員である

職員を除く。以下第１８条までにおいて同じ。）

に関するさいたま市職員の給与に関する条例第３

３条第１項又はさいたま市教職員の給与に関する

条例第２９条第１項の規定の適用については、特

定法人において就いていた業務（当該業務に係る

労働者災害補償保険法第７条第２項及び第３項に

規定する通勤を含む。）を公務とみなす。

第１５条 法第１０条第１項の規定により採用され

た職員（企業職員である職員及び技能職員である

職員を除く。以下第１８条までにおいて同じ。）

に関するさいたま市職員の給与に関する条例第３

３条第１項の規定の適用については、特定法人に

おいて就いていた業務（当該業務に係る労働者災

害補償保険法第７条第２項及び第３項に規定する

通勤を含む。）を公務とみなす。

 （退職派遣者の採用時における処遇）  （退職派遣者の採用時における処遇） 

第１６条 退職派遣者が法第１０条第１項の規定に

より職員として採用された場合における職務の級

及び号給については、部内の他の職員との権衡上

必要と認められる範囲内において、人事委員会規

則（さいたま市教職員の給与に関する条例の適用

を受ける職員にあっては、教育委員会規則）で定

めるところにより、必要な調整を行うことができ

る。 

第１６条 退職派遣者が法第１０条第１項の規定に

より職員として採用された場合における職務の級

及び号給については、部内の他の職員との権衡上

必要と認められる範囲内において、人事委員会規

則で定めるところにより、必要な調整を行うこと

ができる。 

 （採用された職員に関するさいたま市職員の退職

手当条例等の特例）

 （採用された職員に関するさいたま市職員の退職

手当条例の特例）

第１７条 法第１０条第１項の規定により採用され

た職員に関する職員退職手当条例又は教職員退職

手当条例の規定の適用については、特定法人の業

務に係る業務上の傷病又は死亡は職員退職手当条

例第５条第２項、第６条第１項及び第１０条の４

第１項又は教職員退職手当条例第７条第２項、第

８条第１項及び第１６条第１項に規定する公務上

の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補

償保険法第７条第２項及び第３項に規定する通勤

による傷病は職員退職手当条例第５条第２項、第

６条第２項及び第１０条の４第１項又は教職員退

職手当条例第７条第２項、第８条第２項及び第１

６条第１項に規定する通勤による傷病とみなす。

第１７条 法第１０条第１項の規定により採用され

た職員に関する退職手当条例の規定の適用につい

ては、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死

亡は退職手当条例第５条第２項、第６条第１項及

び第１０条の４第１項に規定する公務上の傷病又

は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法

第７条第２項及び第３項に規定する通勤による傷

病は退職手当条例第５条第２項、第６条第２項及

び第１０条の４第１項に規定する通勤による傷病

とみなす。

第１８条 職員が、法第１０条第１項の規定により、

 任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、

退職手当（これに相当する給与を含む。以下この

項において同じ。）に関する規程において、職員

第１８条 職員が、法第１０条第１項の規定により、

 任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、

退職手当（これに相当する給与を含む。以下この

項において同じ。）に関する規程において、職員



が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給され

ないで、引き続いて当該特定法人に使用される者

となった場合に、職員としての勤続期間を当該特

定法人に使用される者（役員を含む。以下この項

において同じ。）としての勤続期間に通算するこ

とと定めているものに使用される者（以下「特定

法人役職員」という。）となるため退職し、かつ、

 引き続き特定法人役職員として在職した後引き続

いて法第１０条第１項の規定により職員として採

用された者の職員退職手当条例第１１条第１項又

は教職員退職手当条例第１８条第１項の規定によ

る在職期間の計算については、先の職員としての

在職期間の始期から後の職員としての在職期間の

終期までの期間は、職員としての引き続いた在職

期間とみなす。 

が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給され

ないで、引き続いて当該特定法人に使用される者

となった場合に、職員としての勤続期間を当該特

定法人に使用される者（役員を含む。以下この項

において同じ。）としての勤続期間に通算するこ

とと定めているものに使用される者（以下「特定

法人役職員」という。）となるため退職し、かつ、

 引き続き特定法人役職員として在職した後引き続

いて法第１０条第１項の規定により職員として採

用された者の退職手当条例第１１条第１項の規定

による在職期間の計算については、先の職員とし

ての在職期間の始期から後の職員としての在職期

間の終期までの期間は、職員としての引き続いた

在職期間とみなす。

２ 前項の場合における特定法人役職員としての在

職期間については、職員退職手当条例第１１条（

第５項を除く。）又は教職員退職手当条例第１８

 条（第５項を除く。）の規定を準用して計算する。

２ 前項の場合における特定法人役職員としての在

職期間については、退職手当条例第１１条（第５

項を除く。）の規定を準用して計算する。

３ 法第１０条第１項の規定により退職し、引き続

いて特定法人役職員となった場合においては、市

長が別に定める場合を除き、職員退職手当条例若

しくは教職員退職手当条例の規定による退職手当

又はさいたま市水道局企業職員の給与の種類及び

基準に関する条例（平成１３年さいたま市条例第

２７７号）第１７条第１項の規定による退職手当

は、支給しない。 

３ 法第１０条第１項の規定により退職し、引き続

いて特定法人役職員となった場合においては、市

長が別に定める場合を除き、退職手当条例の規定

による退職手当又はさいたま市水道局企業職員の

給与の種類及び基準に関する条例（平成１３年さ

いたま市条例第２７７号）第１７条第１項の規定

による退職手当は、支給しない。

   附 則    附 則 

１ ［略］ １ ［略］ 

（県費負担教職員の給与負担等の移譲等に伴う経

過措置） 

２ 平成２９年３月３１日において学校職員の勤務

時間、休暇等に関する条例（平成７年埼玉県条例

第２８号）の適用を受けていた者で引き続きさい

たま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する

条例（平成２９年さいたま市条例第１７号）の適

用を受けることとなったもののうち、公益的法人

等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年埼

玉県条例第７２号）第２条第１項の規定により公

益的法人等に派遣されている職員については、第

２条第１項の規定により公益的法人等に派遣され

たものとみなす。 

３ ［略］ ２ ［略］

４ ［略］ ３ ［略］

 （外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例

の一部改正） 



第４条 外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する

条例（平成１３年さいたま市条例第３０４号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（職員の派遣） （職員の派遣）

第２条 ［略］ 第２条 ［略］

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職員は、

次のとおりとする。

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職員は、

次のとおりとする。

 ～  ［略］  ～  ［略］

 地方公務員法第２８条第２項若しくはさいた

ま市教員の休職の事由等に関する条例（平成２

９年さいたま市条例第２０号）第３条第１項の

規定により休職にされ、又は同法第２９条第１

項の規定により停職にされている職員その他の

同法第３５条に規定する法律又は条例の特別の

定めにより職務に専念する義務を免除されてい

る職員

 地方公務員法第２８条第２項の規定により休

職にされ、又は同法第２９条第１項の規定によ

り停職にされている職員その他の同法第３５条

に規定する法律又は条例の特別の定めにより職

務に専念する義務を免除されている職員 

（一般の派遣職員の給与）  （一般の派遣職員の給与）

第４条 派遣職員のうち、企業職員（地方公営企業

等の労働関係に関する法律（昭和２７年法律第２

８９号）第３条第４号の職員をいう。以下同じ。

）である派遣職員及び技能職員（地方公務員法第

５７条に規定する単純な労務に雇用される職員で

あって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。

）である派遣職員以外のもの（以下「一般の派遣

職員」という。）には、人事委員会規則で定める

ところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が

支給されないとき、又は当該勤務に対して支給さ

れる報酬の額が低いと認められるときは、その派

遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手

当及び期末手当のそれぞれ１００分の１００以内

を支給する。

第４条 派遣職員のうち、教育職員（さいたま市教

育職員の給与等に関する条例（平成１３年さいた

ま市条例第１１０号）第２条第２項の職員をいう。

 以下同じ。）である派遣職員、企業職員（地方公

営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７年法

律第２８９号）第３条第４号の職員をいう。以下

同じ。）である派遣職員及び技能職員（地方公務

員法第５７条に規定する単純な労務に雇用される

職員であって、企業職員以外のものをいう。以下

同じ。）である派遣職員以外のもの（以下「一般

の派遣職員」という。）には、人事委員会規則で

定めるところにより、その派遣先の勤務に対して

報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して

支給される報酬の額が低いと認められるときは、

その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、

住居手当及び期末手当のそれぞれ１００分の１０

０以内を支給する。

２・３ ［略］ ２・３ ［略］



第５条 一般の派遣職員に関するさいたま市職員の

給与に関する条例（平成１３年さいたま市条例第

４２号）第３３条第１項又はさいたま市教職員の

給与に関する条例（平成２９年さいたま市条例第

 ２１号）第２９条第１項の規定の適用については、

 派遣先の機関の業務を公務とみなす。

第５条 一般の派遣職員に関するさいたま市職員の

給与に関する条例（平成１３年さいたま市条例第

４２号）第３３条第１項の規定の適用については、

 派遣先の機関の業務を公務とみなす。

 （一般の派遣職員に関するさいたま市職員退職手

当条例等の特例）

 （一般の派遣職員に関するさいたま市職員退職手

当条例の特例）

第６条 一般の派遣職員に関するさいたま市職員退

職手当条例（平成１３年さいたま市条例第４６号

）第６条第１項若しくは第１１条第４項又はさい

たま市教職員退職手当条例（平成２９年さいたま

市条例第２２号）第８条第１項若しくは第１８条

第４項の規定の適用については、派遣先の機関の

業務を公務とみなす。

第６条 一般の派遣職員に関するさいたま市職員退

職手当条例（平成１３年さいたま市条例第４６号

）第６条第１項又は第１１条第４項の規定の適用

については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

２ 一般の派遣職員に関するさいたま市職員退職手

当条例第１０条の４第１項及び第１１条第４項又

はさいたま市教職員退職手当条例第１６条第１項

及び第１８条第４項の規定の適用については、派

遣の期間は、さいたま市職員退職手当条例第１０

条の４第１項又はさいたま市教職員退職手当条例

第１６条第１項に規定する現実に職務に従事する

ことを要しない期間には該当しないものとみなす。

２ 一般の派遣職員に関するさいたま市職員退職手

当条例第１０条の４第１項及び第１１条第４項の

規定の適用については、派遣の期間は、同条例第

１０条の４第１項に規定する現実に職務に従事す

ることを要しない期間には該当しないものとみな

す。 

 （派遣職員に対する旅費の支給） （派遣職員に対する旅費の支給）

第７条 派遣職員（企業職員である派遣職員を除く。

 ）には、特に必要があると認められるときは、さ

いたま市職員等の旅費に関する条例（平成１３年

さいたま市条例第４５号）に定める赴任の例に準

じ旅費を支給することができる。

第７条 派遣職員（教育職員である派遣職員及び企

業職員である派遣職員を除く。）には、特に必要

があると認められるときは、さいたま市職員等の

旅費に関する条例（平成１３年さいたま市条例第

４５号）に定める赴任の例に準じ旅費を支給する

ことができる。

 （教育職員である派遣職員の給与、退職手当及び

旅費）

第８条 教育職員である派遣職員の給与、退職手当

に関する条例の特例及び旅費の支給については、

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の

処遇等に関する条例（昭和６３年埼玉県条例第１

号）第４条から第７条までの例による。

第８条 ［略］ 第９条 ［略］

第９条 ［略］ 第１０条 ［略］

第１０条 ［略］ 第１１条 ［略］

   附 則     附 則 

１ ［略］ １ ［略］ 



（県費負担教職員の給与負担等の移譲等に伴う経

過措置） 

２ 平成２９年３月３１日において学校職員の勤務

時間、休暇等に関する条例（平成７年埼玉県条例

第２８号）の適用を受けていた者で引き続きさい

たま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する

条例（平成２９年さいたま市条例第１７号）の適

用を受けることとなったもののうち、外国の地方

公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関

する条例（昭和６３年埼玉県条例第１号）第２条

第１項の規定により外国の地方公共団体の機関等

に派遣されている職員については、第２条第１項

の規定により外国の地方公共団体の機関等に派遣

されたものとみなす。 

３ ［略］ ２ ［略］

（さいたま市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第５条 さいたま市職員の育児休業等に関する条例（平成１３年さいたま市条例第３

０号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（育児休業をしている職員の期末手当等の支給） （育児休業をしている職員の期末手当等の支給）

第７条 さいたま市職員の給与に関する条例（平成

１３年さいたま市条例第４２号。以下「職員給与

条例」という。）第２７条第１項（さいたま市教

職員の給与に関する条例（平成２９年さいたま市

条例第２１号。以下「教職員給与条例」という。

）第２５条において準用する場合を含む。）に規

定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職

員のうち、基準日以前６月以内の期間において勤

務した期間（市長が定めるこれに相当する期間を

含む。）がある職員には、当該基準日に係る期末

手当を支給する。

第７条 さいたま市職員の給与に関する条例（平成

１３年さいたま市条例第４２号。以下「給与条例

」という。）第２７条第１項に規定するそれぞれ

の基準日に育児休業をしている職員のうち、基準

日以前６月以内の期間において勤務した期間（市

長が定めるこれに相当する期間を含む。）がある

 職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

２ 職員給与条例第３０条第１項（教職員給与条例

第２６条において準用する場合を含む。）に規定

するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員

のうち、基準日以前６月以内の期間において勤務

した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉

２ 給与条例第３０条第１項に規定するそれぞれの

基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日

以前６月以内の期間において勤務した期間がある

職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。



手当を支給する。

（育児休業をした職員の退職手当の取扱い） （育児休業をした職員の退職手当の取扱い）

第９条 さいたま市職員退職手当条例（平成１３年

さいたま市条例第４６号。以下「職員退職手当条

例」という。）第１０条の４第１項及び第１１条

第４項又はさいたま市教職員退職手当条例（平成

２９年さいたま市条例第２２号。以下「教職員退

職手当条例」という。）第１６条第１項及び第１

８条第４項の規定の適用については、育児休業を

した期間は、職員退職手当条例第１０条の４第１

項又は教職員退職手当条例第１６条第１項に規定

する現実に職務に従事することを要しない期間に

該当するものとする。

第９条 さいたま市職員退職手当条例（平成１３年

さいたま市条例第４６号。以下「退職手当条例」

という。）第１０条の４第１項及び第１１条第４

項の規定の適用については、育児休業をした期間

は、退職手当条例第１０条の４第１項に規定する

現実に職務に従事することを要しない期間に該当

するものとする。

２ 育児休業をした期間（当該育児休業に係る子が

１歳に達した日の属する月までの期間に限る。）

についての職員退職手当条例第１１条第４項又は

教職員退職手当条例第１８条第４項の規定の適用

については、これらの規定中「その月数の２分の

１に相当する月数」とあるのは、「その月数の３

分の１に相当する月数」とする。

２ 育児休業をした期間（当該育児休業に係る子が

１歳に達した日の属する月までの期間に限る。）

についての退職手当条例第１１条第４項の規定の

適用については、同項中「その月数の２分の１に

相当する月数」とあるのは、「その月数の３分の

１に相当する月数」とする。

 （育児休業法第１０条第１項第５号の条例で定め

る勤務の形態）

 （育児休業法第１０条第１項第５号の条例で定め

る勤務の形態）

第１２条 育児休業法第１０条第１項第５号の条例

で定める勤務の形態は、さいたま市職員の勤務時

間、休日及び休暇に関する条例（平成１３年さい

たま市条例第２９号。以下「職員勤務時間条例」

という。）第４条又はさいたま市教職員の勤務時

間、休日及び休暇に関する条例（平成２９年さい

たま市条例第１７号。以下「教職員勤務時間条例

」という。）第５条の規定の適用を受ける職員の

次に掲げる勤務の形態（勤務日が引き続き規則で

定める日数を超えないものに限る。）とする。

第１２条 育児休業法第１０条第１項第５号の条例

で定める勤務の形態は、さいたま市職員の勤務時

間、休日及び休暇に関する条例（平成１３年さい

たま市条例第２９号。以下「勤務時間条例」とい

う。）第４条の規定の適用を受ける職員の次に掲

げる勤務の形態（勤務日が引き続き規則で定める

日数を超えないものに限る。）とする。

  ・  ［略］   ・  ［略］

 （育児休業法第１７条の条例で定めるやむを得な

い事情） 

 （育児休業法第１７条の条例で定めるやむを得な

い事情） 

第１５条 育児休業法第１７条の条例で定めるやむ

を得ない事情は、次に掲げる事情とする。 

第１５条 育児休業法第１７条の条例で定めるやむ

を得ない事情は、過員を生じることとする。 

 過員を生じること。 

 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短

時間勤務職員（育児休業法第１８条第１項の規

定により採用された同項に規定する短時間勤務

職員をいい、教職員勤務時間条例の適用を受け

る者に限る。以下同じ。）を短時間勤務職員と

して引き続き任用しておくことができないこと。

 （育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に



係る任期の更新） 

第１６条の２ 第６条の規定は、短時間勤務職員の

任期の更新について準用する。 

 （育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い

） 

 （育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い

） 

第１７条 職員退職手当条例第１０条の４第１項及

び第１１条第４項又は教職員退職手当条例第１６

条第１項及び第１８条第４項の規定の適用につい

ては、育児短時間勤務（育児休業法第１７条の規

定による短時間勤務を含む。以下この条において

同じ。）をした期間は、職員退職手当条例第１０

条の４第１項又は教職員退職手当条例第１６条第

１項に規定する現実に職務に従事することを要し

ない期間に該当するものとみなす。 

第１７条 退職手当条例第１０条の４第１項及び第

１１条第４項の規定の適用については、育児短時

間勤務（育児休業法第１７条の規定による短時間

勤務を含む。以下この条において同じ。）をした

期間は、退職手当条例第１０条の４第１項に規定

する現実に職務に従事することを要しない期間に

該当するものとみなす。 

２ 育児短時間勤務をした期間についての職員退職

手当条例第１１条第４項又は教職員退職手当条例

第１８条第４項の規定の適用については、これら

の規定中「その月数の２分の１に相当する月数」

とあるのは、「その月数の３分の１に相当する月

数」とする。 

２ 育児短時間勤務をした期間についての退職手当

条例第１１条第４項の規定の適用については、同

項中「その月数の２分の１に相当する月数」とあ

るのは、「その月数の３分の１に相当する月数」

とする。 

３ 育児短時間勤務の期間中の職員退職手当条例又

は教職員退職手当条例の規定による退職手当の計

算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をし

なかったと仮定した場合の勤務時間により勤務し

たときに受けるべき給料月額とする。 

３ 育児短時間勤務の期間中の退職手当条例の規定

による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、

育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤

務時間により勤務したときに受けるべき給料月額

とする。 

（部分休業の承認）  （部分休業の承認） 

第１９条 部分休業（育児休業法第１９条第１項に

規定する部分休業をいう。以下同じ。）の承認は、

 職員勤務時間条例第８条第１項又は教職員勤務時

間条例第８条第１項に規定する正規の勤務時間（

非常勤職員（再任用短時間勤務職員等を除く。以

下この条において同じ。）にあっては、当該非常

勤職員について定められた勤務時間）の始め又は

終わりにおいて、３０分を単位として行うものと

する。

第１９条 部分休業（育児休業法第１９条第１項に

規定する部分休業をいう。以下同じ。）の承認は、

 勤務時間条例第８条第１項に規定する正規の勤務

時間（非常勤職員（再任用短時間勤務職員等を除

く。以下この条において同じ。）にあっては、当

該非常勤職員について定められた勤務時間）の始

め又は終わりにおいて、３０分を単位として行う

ものとする。

２ 職員勤務時間条例第１５条又は教職員勤務時間

条例第１７条に規定する特別休暇の承認を受けて

いる職員（非常勤職員を除く。）に対する部分休

業の承認については、１日につき２時間から当該

特別休暇の時間を減じた時間を超えない範囲内で

行うものとする。

２ 勤務時間条例第１５条に規定する特別休暇の承

認を受けている職員（非常勤職員を除く。）に対

する部分休業の承認については、１日につき２時

間から当該特別休暇の時間を減じた時間を超えな

い範囲内で行うものとする。

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、

 １日につき、当該非常勤職員について１日につき

定められた勤務時間から５時間４５分を減じた時

間を超えない範囲内で（当該非常勤職員が職員勤

務時間条例第１５条又は教職員勤務時間条例第１

７条に規定する特別休暇を承認されている場合に

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、

 １日につき、当該非常勤職員について１日につき

定められた勤務時間から５時間４５分を減じた時

間を超えない範囲内で（当該非常勤職員が勤務時

間条例第１５条に規定する特別休暇を承認されて

いる場合にあっては、当該時間を超えない範囲内



あっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、

２時間から当該特別休暇の時間を減じた時間を超

えない範囲内で）行うものとする。

で、かつ、２時間から当該特別休暇の時間を減じ

た時間を超えない範囲内で）行うものとする。

（部分休業をしている職員の給与の取扱い） （部分休業をしている職員の給与の取扱い）

第２０条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しな

い場合には、職員給与条例第１８条（教職員給与

条例第１９条において準用する場合を含む。）の

規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、

 職員給与条例第２３条（教職員給与条例第２３条

において準用する場合を含む。）に規定する勤務

１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

第２０条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しな

い場合には、給与条例第１８条の規定にかかわら

ず、その勤務しない１時間につき、給与条例第２

３条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額

して給与を支給する。

   附 則     附 則 

１～４ ［略］ １～４ ［略］ 

（県費負担教職員の給与負担等の移譲等に伴う経

過措置） 

５ 平成２９年３月３１日において学校職員の勤務

時間、休暇等に関する条例（平成７年埼玉県条例

第２８号）又は教職員勤務時間条例附則第２項の

規定による廃止前のさいたま市教育職員の勤務時

間、休日及び休暇に関する条例（平成１３年さい

たま市条例１０７号。次項及び附則第７項におい

て「廃止前の市教育職員勤務時間条例」という。

）の適用を受けていた者で引き続き教職員勤務時

間条例の適用を受けることとなったもの（次項に

おいて「継続教職員」という。）について、同日

以前に職員の育児休業等に関する条例（平成４年

埼玉県条例第６号。次項及び附則第７項において

「県職員育児休業条例」という。）の規定（県費

負担教職員の給与負担等の移譲等に伴う関係条例

の整備に関する条例（平成２９年さいたま市条例

第３号）第１条の規定による廃止前のさいたま市

教育職員の育児休業等に関する条例（平成１３年

さいたま市条例第１０８号）第３条の規定により

その例によることとされる場合を含む。次項及び

附則第７項において同じ。）によりなされた承認

その他の行為は、この条例の相当規定によりなさ

れたものとみなす。 

６ 継続教職員のうち、県職員育児休業条例の規定

により育児休業を承認されていた職員の第７条の

規定の適用については、同条の規定による基準日

以前６月以内の期間において学校職員の勤務時間、

 休暇等に関する条例又は廃止前の市教育職員勤務

時間条例の適用を受けていた者として勤務した期

間は、同条の勤務した期間に含むものとする。

７ 平成２９年３月３１日において廃止前の市教育

職員勤務時間条例の適用を受けていた教職員で引

き続き教職員勤務時間条例の適用を受けることと



なったもののうち、同日以前に係る第２０条の規

定に相当する県職員育児休業条例の規定による給

与の減額を必要とする教職員の給与の減額は、こ

の条例による給与の減額とみなし、県職員育児休

業条例の規定により算出された額を平成２９年４

月以後に支給する給与から減じる。

 （職員給与条例附則第３２項等の規定により給与

が減ぜられて支給される育児短時間勤務をしてい

る職員等に関する読替え等）

 （給与条例附則第３２項の規定により給与が減ぜ

られて支給される育児短時間勤務職員等に関する

読替え等）

８ 育児短時間勤務をしている職員に対する職員給

与条例附則第３２項第１号、第３号及び第４号の

規定の適用については、同項第１号中「号給の給

料月額に」とあるのは「号給の給料月額にさいた

ま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

第２条第２項の規定により定められたその者の勤

務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して

得た数（以下この項において「算出率」という。

）を乗じて得た額に」と、「を減じた額」とある

のは「に算出率を乗じて得た額を減じた額」と、

同項第３号及び第４号中「給料月額」とあるのは

「給料月額を算出率で除して得た額」と、「給料

月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎

額を算出率で除して得た額」とする。

５ 育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第３

２項第１号、第３号及び第４号の規定の適用につ

いては、同項第１号中「号給の給料月額に」とあ

るのは「号給の給料月額にさいたま市職員の勤務

時間、休日及び休暇に関する条例第２条第２項の

規定により定められたその者の勤務時間を同条第

１項に規定する勤務時間で除して得た数（以下こ

の項において「算出率」という。）を乗じて得た

額に」と、「を減じた額」とあるのは「に算出率

を乗じて得た額を減じた額」と、同項第３号及び

第４号中「給料月額」とあるのは「給料月額を算

出率で除して得た額」と、「給料月額減額基礎額

」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除

して得た額」とする。

９ 育児短時間勤務をしている職員に対する教職員

給与条例附則第２３項第１号、第３号及び第４号

の規定の適用については、同項第１号中「号給の

給料月額（」とあるのは「号給の給料月額に教職

員勤務時間条例第３条第２項の規定により定めら

れたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤

務時間で除して得た数（以下この項において「算

出率」という。）を乗じて得た額（」と、「が同

項」とあるのは「が附則第１９項」と、「当該最

低の号給の給料月額」とあるのは「当該額」と、

「を減じた額」とあるのは「に算出率を乗じて得

た額を減じた額」と、同項第３号及び第４号中「

給料月額」とあるのは「給料月額を算出率で除し

て得た額」と、「給料月額減額基礎額」とあるの

は「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額

」とする。

１０ 前２項の規定は、育児休業法第１７条の規定

による勤務をしている職員について準用する。

６ 前項の規定は、育児休業法第１７条の規定によ

る勤務をしている職員について準用する。

１１ 短時間勤務職員に対する教職員給与条例附則

第２３項第１号の規定の適用については、同項第

１号中「号給の給料月額（」とあるのは「号給の

給料月額に教職員勤務時間条例第３条第４項の規

定により定められたその者の勤務時間を同条第１

項に規定する勤務時間で除して得た数（以下この

項において「算出率」という。）を乗じて得た額

 （」と、「が同項」とあるのは「が附則第１９項

」と、「当該最低の号給の給料月額」とあるのは



「当該額」と、「を減じた額」とあるのは「に算

出率を乗じて得た額を減じた額」とする。 

１２ 職員給与条例附則第３２項の規定により給与

が減ぜられて支給される職員に対する第２０条の

規定の適用については、同条中「第２３条（教職

 員給与条例第２３条において準用する場合を含む。

 ）」とあるのは、「附則第３４項」とする。

７ 給与条例附則第３２項の規定により給与が減ぜ

られて支給される職員に対する第２０条の規定の

適用については、同条中「第２３条」とあるのは、

 「附則第３４項」とする。

１３ 教職員給与条例附則第２３項の規定により給

与が減じられて支給される職員に対する第２０条

の規定の適用については、同条中「職員給与条例

第２３条（教職員給与条例第２３条において準用

する場合を含む。）」とあるのは、「教職員給与

条例附則第２５項」とする。

 （さいたま市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正） 

第６条 さいたま市職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２７年さいたま市条例

第４号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号。以下「法」という。）第２６条の

６第１項、第２項、第６項から第８項まで及び第

１１項において準用する法第２６条の５第６項の

規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要

な事項を定めるものとする。

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号。以下「法」という。）第２６条の

６第１項、第２項、第６項から第８項まで及び第

１１項において準用する法第２６条の５第６項の

規定に基づき、職員（さいたま市教育職員の配偶

者同行休業に関する条例（平成２７年さいたま市

条例第１６号）第１条に規定するさいたま市立の

学校に勤務する市費負担に係る教育職員を除く。

）の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるも

のとする。

（配偶者同行休業の承認の取消事由） （配偶者同行休業の承認の取消事由）

第７条 法第２６条の６第６項の条例で定める事由

は、次に掲げる事由とする。

第７条 法第２６条の６第６項の条例で定める事由

は、次に掲げる事由とする。

 ［略］  ［略］

 配偶者同行休業をしている職員が、さいたま

市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

 配偶者同行休業をしている職員が、さいたま

市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例



（平成１３年さいたま市条例第２９号）第１５

条の規定による特別休暇（出産を事由とするも

  のに限る。）又はさいたま市教職員の勤務時間、

  休日及び休暇に関する条例（平成２９年さいた

ま市条例第１７号）第１７条の規定による特別

休暇（出産を事由とするものに限る。）を取得

することとなったこと。 

（平成１３年さいたま市条例第２９号）第１５

条の規定による特別休暇（出産を事由とするも

のに限る。）を取得することとなったこと。

 ［略］  ［略］

（配偶者同行休業をした職員の退職手当の取扱い

） 

（配偶者同行休業をした職員の退職手当の取扱い

） 

第１１条 さいたま市職員退職手当条例（平成１３

年さいたま市条例第４６号。以下「職員退職手当

条例」という。）第１０条の４第１項及び第１１

条第４項又はさいたま市教職員退職手当条例（平

成２９年さいたま市条例第２２号。以下「教職員

退職手当条例」という。）第１６条第１項及び第

１８条第４項の規定の適用については、配偶者同

行休業をした期間は、職員退職手当条例第１０条

の４第１項又は教職員退職手当条例第１６条第１

項に規定する現実に職務に従事することを要しな

い期間に該当するものとする。 

第１１条 さいたま市職員退職手当条例（平成１３

年さいたま市条例第４６号。以下「退職手当条例

」という。）第１０条の４第１項及び第１１条第

４項の規定の適用については、配偶者同行休業を

した期間は、退職手当条例第１０条の４第１項に

規定する現実に職務に従事することを要しない期

間に該当するものとする。 

２ 配偶者同行休業をした期間についての職員退職

 手当条例第１１条第４項又は教職員退職手当条例

第１８条第４項の規定の適用については、これら

の規定中「その月数の２分の１に相当する月数（

法第５５条の２第１項ただし書に規定する事由又

はこれに準ずる事由により現実に職務に従事する

ことを要しなかった期間については、その月数）

」とあるのは、「その月数」とする。 

２ 配偶者同行休業をした期間についての退職手当

条例第１１条第４項の規定の適用については、同

項中「その月数の２分の１に相当する月数（地方

公務員法第５５条の２第１項ただし書の規定によ

る許可を受けて現実に職務に従事することを要し

なかった期間については、その月数）」とあるの

は、「その月数」とする。 

   附 則     附 則 

１ ［略］ １ ［略］ 

（県費負担教職員の給与負担等の移譲等に伴う経

過措置） 

２ 平成２９年３月３１日において学校職員の勤務

時間、休暇等に関する条例（平成７年埼玉県条例

第２８号）又はさいたま市教職員の勤務時間、休

日及び休暇に関する条例附則第２項の規定による

廃止前のさいたま市教育職員の勤務時間、休日及

び休暇に関する条例（平成１３年さいたま市条例

第１０７号）の適用を受けていた者で引き続きさ

いたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

 る条例の適用を受けることとなったものについて、

 同日以前に職員の配偶者同行休業に関する条例（

平成２６年埼玉県条例第３７号）の規定（県費負

担教職員の給与負担等の移譲等に伴う関係条例の

整備に関する条例（平成２９年さいたま市条例第

 ３号）第１条の規定による廃止前のさいたま市教



育職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２７

年さいたま市条例第１６号）第３条の規定により

その例によることとされる場合を含む。）により

なされた承認その他の行為は、この条例の相当規

定によりなされたものとみなす。 

３ ［略］ ２ ［略］

４ ［略］ ３ ［略］

５ ［略］ ４ ［略］

 （職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正） 

第７条 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例（平成１３年さいた

ま市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（職員団体のための職員の行為の制限の特例） （職員団体のための職員の行為の制限の特例）

第２条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、

給与を受けながら、職員団体のためその業務を行

い、又は活動することができる。

第２条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、

給与を受けながら、職員団体のためその業務を行

い、又は活動することができる。

 ［略］  ［略］ 

 さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に

関する条例（平成１３年さいたま市条例第２９

号）第１０条の２第１項又はさいたま市教職員

の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成

  ２９年さいたま市条例第１７号）第１２条第１

項に規定する時間外勤務代休時間（特に勤務を

命じられた場合を除く。）並びにさいたま市職

員の給与に関する条例（平成１３年さいたま市

条例第４２号）第２０条第３項（さいたま市教

職員の給与に関する条例（平成２９年さいたま

市条例第２１号）第２１条の規定により準用す

る場合を含む。）に規定する祝日法による休日

等及び年末年始の休日等（特に勤務を命じられ

た場合を除く。） 

 さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に

関する条例（平成１３年さいたま市条例第２９

号）第１０条の２第１項に規定する時間外勤務

代休時間（特に勤務を命ぜられた場合を除く。

）並びにさいたま市職員の給与に関する条例（

平成１３年さいたま市条例第４２号）第２０条

第３項に規定する祝日法による休日等及び年末

年始の休日等（特に勤務を命ぜられた場合を除

く。）

 ［略］  ［略］ 

 （さいたま市職員等の旅費に関する条例の一部改正） 



第８条 さいたま市職員等の旅費に関する条例（平成１３年さいたま市条例第４５号

）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 ～  ［略］  ～  ［略］ 

 一般職の職員 職員のうち、さいたま市職員

定数条例（平成１３年さいたま市条例第２３号

）第１条に規定する職員、さいたま市教職員定

数条例（平成２９年さいたま市条例第１６号）

第２条に規定する教職員及び市長が別に定める

者をいう。 

 一般職の職員 職員のうち、さいたま市職員

定数条例（平成１３年さいたま市条例第２３号

）第１条に規定する職員（さいたま市教育職員

の給与等に関する条例（平成１３年さいたま市

条例第１１０号）の適用を受ける職員を除く。

）及び市長が別に定める者をいう。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （さいたま市教職員健康審査会条例の一部改正） 

第９条 さいたま市教職員健康審査会条例（平成１５年さいたま市条例第９号）の一

部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（定義） （定義）

第２条 この条例において「教職員」とは、学校教

育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定す

 る学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、

 栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師（常勤の者

及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

第２条 この条例において「教職員」とは、市町村

立学校職員給与負担法（昭和２３年法律第１３５

号）第１条に規定する職員並びに市立高等学校及

び市立幼稚園の校長、園長、教頭、主幹教諭、教

諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師（常時



第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を

占める者に限る。）、実習助手、学校栄養職員及

び事務職員（高等学校の事務職員を除く。）をい

う。 

勤務する者及び地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２８条の５第１項に規定する短時間

勤務の職を占める者に限る。）及び実習助手をい

う。

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （さいたま市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 第８条の規定による改正後のさいたま市職員等の旅費に関する条例第２条の規定

は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅

行については、なお従前の例による。 

 （さいたま市教職員健康審査会条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 平成３０年３月３１日までの間、第９条の規定による改正後のさいたま市教職員

健康審査会条例第２条の規定の適用については、「、教頭」とあるのは、「、園長、

教頭」とする。 



さいたま市条例第４号 

さいたま市個人情報保護条例等の一部を改正する条例 

 （さいたま市個人情報保護条例の一部改正） 

第１条 さいたま市個人情報保護条例（平成１３年さいたま市条例第１８号）の一部

を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（個人情報の訂正等の請求ができる者） （個人情報の訂正等の請求ができる者）

第２４条 ［略］ 第２４条 ［略］

２ 何人も、実施機関が保有する行政情報に記録さ

れた自己の個人情報が次の各号のいずれかに該当

すると認めるときは、当該実施機関に対し、当該

各号に定める措置の請求をすることができる。

２ 何人も、実施機関が保有する行政情報に記録さ

れた自己の個人情報が次の各号のいずれかに該当

すると認めるときは、当該実施機関に対し、当該

各号に定める措置の請求をすることができる。

 第５条第１項から第３項までの規定に違反し

て収集されたものであるとき、第７条第１項若

しくは第７条の２第１項及び第２項の規定に違

反して利用されているとき、番号法第２０条の

規定に違反して収集され、若しくは保管されて

いるとき、又は番号法第２９条の規定に違反し

て作成された特定個人情報ファイル（番号法第

２条第９項に規定する特定個人情報ファイルを

いう。）に記録されているとき 当該個人情報

の利用の停止又は削除 

 第５条第１項から第３項までの規定に違反し

て収集されたものであるとき、第７条第１項若

しくは第７条の２第１項及び第２項の規定に違

反して利用されているとき、番号法第２０条の

規定に違反して収集され、若しくは保管されて

いるとき、又は番号法第２８条の規定に違反し

て作成された特定個人情報ファイル（番号法第

２条第９項に規定する特定個人情報ファイルを

いう。）に記録されているとき 当該個人情報

の利用の停止又は削除 

 ［略］  ［略］

３ ［略］ ３ ［略］

 （さいたま市個人情報保護条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 さいたま市個人情報保護条例の一部を改正する条例（平成２７年さいたま市

条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

第２条の改正を次のように改める。 

（定義） （定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。



～  ［略］ ～  ［略］

 特定個人情報 行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律（

平成２５年法律第２７号。以下「番号法」とい

う。）第２条第８項に規定する特定個人情報を

いう。

 情報提供等記録 番号法第２３条第１項及び

第２項（これらの規定を番号法第２６条におい

て準用する場合を含む。）に規定する記録に記

録されたものをいう。

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

第２８条の２を加える改正を次のように改める。 

 （個人情報の提供先への通知）

第２８条の２ 実施機関は、第２６条第１項の規定

により個人情報の全部又は一部を訂正し、又は削

除した場合において、必要があると認めるときは、

当該個人情報の提供先（情報提供等記録にあって

は、総務大臣及び番号法第１９条第７号に規定す

る情報照会者若しくは情報提供者又は同条第８号

に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例

事務関係情報提供者（当該訂正に係る情報提供等

記録に記録された者であって、当該実施機関以外

のものに限る。））に対し、速やかに、その旨を

書面により通知するものとする。

附 則 

この条例中第１条の規定は平成２９年５月３０日から、第２条の規定は公布の日か

ら施行する。 



さいたま市条例第５号 

さいたま市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

 さいたま市個人番号の利用に関する条例（平成２７年さいたま市条例第６０号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

１ 市長  ［略］ 中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国

残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援

に関する法律（平成

６年法律第３０号）

による中国残留邦人

等支援給付若しくは

配偶者支援金の支給

に関する情報（以下

「中国残留邦人等支

援給付等関係情報」

という。）、生活保

護法による保護の実

施若しくは就労自立

給付金の支給若しく

は生活保護準用事務

に関する情報（以下

「生活保護関係情報

」という。）、介護

保険法（平成９年法

律第１２３号）によ

る保険給付の支給、

地域支援事業の実施

若しくは保険料の徴

収に関する情報（以

下「介護保険給付等

関係情報」という。

）、国民健康保険法 

機関 事務 特定個人情報 

１ 市長  ［略］ 中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国

残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援

に関する法律（平成

６年法律第３０号）

による中国残留邦人

等支援給付若しくは

配偶者支援金の支給

に関する情報（以下

「中国残留邦人等支

援給付等関係情報」

という。）、生活保

護法による保護の実

施若しくは就労自立

給付金の支給若しく

は生活保護準用事務

に関する情報（以下

「生活保護関係情報

」という。）、介護

保険法（平成９年法

律第１２３号）によ

る保険給付の支給、

地域支援事業の実施

若しくは保険料の徴

収に関する情報（以

下「介護保険給付等

関係情報」という。

）、国民健康保険法 



  （昭和３３年法律第

１９２号）若しくは

高齢者の医療の確保

に関する法律（昭和

５７年法律第８０号

）による医療費に関

する給付の支給若し

くは保険料の徴収に

関する情報（以下「

医療保険給付関係情

報」という。）、さ

いたま市国民健康保

険税条例（平成１４

年さいたま市条例第

２８号）による国民

健康保険税の賦課徴

収に関する情報（以

下「国民健康保険税

賦課徴収情報」とい

う。）、身体障害者

福祉法（昭和２４年

法律第２８３号）に

よる身体障害者手帳

若しくは精神保健及

び精神障害者福祉に

関する法律（昭和２

５年法律第１２３号

）による精神障害者

保健福祉手帳に関す

る情報（以下「障害 

者関係情報」という。

）、児童福祉法（昭

和２２年法律第１６

４号）による養育里

親の登録に関する情

報、子ども・子育て

支援法（平成２４年

法律第６５号）によ

る地域子ども・子育

て支援事業の実施に

関する情報（以下「

地域子ども・子育て

支援事業情報」とい 

  う。）又は児童福祉

法による保育所にお

ける費用の徴収に関

する情報（以下「保

育所費用徴収情報」

という。）であって

規則で定めるもの 

  （昭和３３年法律第

１９２号）若しくは

高齢者の医療の確保

に関する法律（昭和

５７年法律第８０号

）による医療費に関

する給付の支給若し

くは保険料の徴収に

関する情報（以下「

医療保険給付関係情

報」という。）、さ

いたま市国民健康保

険税条例（平成１４

年さいたま市条例第

２８号）による国民

健康保険税の賦課徴

収に関する情報、身

体障害者福祉法（昭

和２４年法律第２８

３号）による身体障

害者手帳若しくは精

神保健及び精神障害

者福祉に関する法律

（昭和２５年法律第

１２３号）による精

神障害者保健福祉手

帳に関する情報（以

下「障害者関係情報

」という。）又は児

童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号）

による養育里親の登

録に関する情報であ

って規則で定めるも

の 



２ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、介

護保険給付等関係情

報、医療保険給付関

係情報、国民健康保

険税賦課徴収情報、

障害者関係情報、さ

いたま市市営住宅条

例（平成１３年さい

たま市条例第２６７

号）による入居者の

家賃に関する情報（

以下「市営住宅家賃

情報」という。）、

特定疾病児童等日常

生活用具給付等事務

に関する情報、心身

障害者福祉手当支給

事務に関する情報、

補装具自己負担額助

成に関する事務に関

する情報、ひとり親

医療費等助成事務に

関する情報、地方税

法その他の地方税に

関する法律及びこれ

らの法律に基づく条

例の規定により算定

した税額若しくはそ

の算定の基礎となる

事項若しくはその徴

収に関する情報（国

民健康保険税に関す

るものを除く。以下

「地方税関係情報」

という。）、国民年

金法（昭和３４年法

律第１４１号）若し

くは厚生年金保険法

（昭和２９年法律第

１１５号）による年

金である給付の支給

若しくは保険料の徴

収に関する情報（以

下「年金給付関係情

報」という。）、地

域子ども・子育て支

援事業情報又は保育

所費用徴収情報であ

２ 市長  ［略］ 生活保護関係情報、

さいたま市市営住宅

条例（平成１３年さ

いたま市条例第２６

７号）による入居者 

の家賃に関する情報、

特定疾病児童等日常

生活用具給付等事務

に関する情報、心身

障害者福祉手当支給

事務に関する情報、

補装具自己負担額助

成に関する事務に関

する情報又はひとり

親医療費等助成事務

に関する情報であっ

て規則で定めるもの 



  って規則で定めるも

の

３ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、身

体障害者福祉法によ 

る障害福祉サービス、

障害者支援施設等へ

の入所等の措置若し

くは費用の徴収、精

神保健及び精神障害

者福祉に関する法律

による入院措置若し

くは費用の徴収、知

的障害者福祉法（昭

和３５年法律第３７

号）による障害福祉

サービス、障害者支

援施設等への入所等

の措置若しくは費用

の徴収、児童福祉法

による措置若しくは

費用の徴収若しくは

老人福祉法による福

祉の措置若しくは費

用の徴収に関する情

報（以下「措置入所 

等関係情報」という。

）又は地方税関係情

報であって規則で定

めるもの 

４ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、医

療保険給付関係情報、

国民健康保険税賦課

徴収情報、措置入所

等関係情報、障害者

の日常生活及び社会

生活を総合的に支援

するための法律（平

成１７年法律第１２

３号）による自立支

援給付の支給に関す

る情報（以下「自立

支援給付関係情報」

という。）、地方税

関係情報、年金給付

関係情報、地域子ど

も・子育て支援事業

情報又は保育所費用

３ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報又は

身体障害者福祉法に

よる障害福祉サービ

ス、障害者支援施設

等への入所等の措置 

若しくは費用の徴収、

精神保健及び精神障

害者福祉に関する法

律による入院措置若

しくは費用の徴収、

知的障害者福祉法（

昭和３５年法律第３

７号）による障害福

祉サービス、障害者

支援施設等への入所

等の措置若しくは費

用の徴収、児童福祉

法による措置若しく

は費用の徴収若しく

は老人福祉法による

福祉の措置若しくは

費用の徴収に関する

情報（以下「措置入

所等関係情報」とい

う。）であって規則

で定めるもの 

４ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、医 

療保険給付関係情報、

措置入所等関係情報、

障害者の日常生活及

び社会生活を総合的

に支援するための法

律（平成１７年法律

第１２３号）による

自立支援給付の支給

に関する情報（以下

「自立支援給付関係

情報」という。）又

は地方税法その他の

地方税に関する法律

及びこれらの法律に

基づく条例の規定に

より算定した税額若

しくはその算定の基

礎となる事項若しく 



徴収情報であって規

則で定めるもの

５～１０ ［略］ 

１１ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、介

護保険給付等関係情 

報、医療保険給付関

係情報、障害者関係

情報、地方税関係情

報、地域子ども・子

育て支援事業情報又

は保育所費用徴収情

報であって規則で定

めるもの 

１２ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、介

護保険給付等関係情

報、医療保険給付関

係情報、国民健康保

険税賦課徴収情報、

ひとり親医療費等助 

成事務に関する情報、

措置入所等関係情報、

自立支援給付関係情 

報、地方税関係情報、

児童福祉法による小

児慢性特定疾病医療

費、肢体不自由児通

所医療費若しくは障

害児入所医療費の支

給若しくは療育の給

付に関する情報、児

童福祉法による助産

施設における助産の

実施若しくは母子生

活支援施設における

保護の実施に関する

情報、母子保健法（

昭和４０年法律第１

４１号）による養育

医療の給付若しくは

養育医療に要する費

用の支給に関する情

報又は感染症の予防

及び感染症の患者に 

  はその徴収に関する

情報（国民健康保険

税に関するものを除

く。以下「地方税関

係情報」という。）

であって規則で定め

るもの

５～１０ ［略］ 

１１ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、介

護保険給付等関係情

報、医療保険給付関

係情報、障害者関係

情報又は地方税関係

情報であって規則で

定めるもの 

１２ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、介

護保険給付等関係情

報、医療保険給付関

係情報、さいたま市

国民健康保険税条例

による国民健康保険

税の賦課徴収に関す

る情報、ひとり親医

療費等助成事務に関

する情報、措置入所

等関係情報、自立支

援給付関係情報、地

方税関係情報、児童

福祉法による小児慢

性特定疾病医療費、

肢体不自由児通所医

療費若しくは障害児

入所医療費の支給若

しくは療育の給付に

関する情報、児童福

祉法による助産施設

における助産の実施

若しくは母子生活支

援施設における保護 

の実施に関する情報、

母子保健法（昭和４

０年法律第１４１号

）による養育医療の

給付若しくは養育医

療に要する費用の支 



  対する医療に関する

法律（平成１０年法

律第１１４号）によ

る費用の負担若しく

は療養費の支給に関

する情報であって規

則で定めるもの 

１３ 市長  ［略］ 国民健康保険税賦課

徴収情報であって規

則で定めるもの 

１４ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、介

護保険給付等関係情

報、医療保険給付関

係情報、国民健康保

険税賦課徴収情報、

障害者関係情報、地

方税関係情報、地域

子ども・子育て支援

事業情報又は保育所

費用徴収情報であっ

て規則で定めるもの 

１５ ［略］ 

１６ 市長 母子保健

法による

養育医療

の給付若

しくは養

育医療に

要する費

用の支給

又は費用

の徴収に

関する事

務であっ

て規則で

定めるも

の 

生活保護関係情報又

は医療保険給付関係

情報であって規則で

定めるもの 

１７～２１ ［略］ 

２２ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報又は

生活保護関係情報で

あって規則で定める

もの

  給に関する情報又は

感染症の予防及び感

染症の患者に対する

医療に関する法律（

平成１０年法律第１

１４号）による費用

の負担若しくは療養

費の支給に関する情

報であって規則で定

めるもの 

１３ 市長  ［略］ さいたま市国民健康

保険税条例による国

民健康保険税の賦課

徴収に関する情報で

あって規則で定める

もの 

１４ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、介

護保険給付等関係情

報、医療保険給付関

係情報、障害者関係

情報又は地方税関係

情報であって規則で

定めるもの 

１５ ［略］ 

１６ 市長 母子保健

法による

養育医療

の給付又

は養育医

療に要す

る費用の

支給に関

する事務

であって

規則で定

めるもの 

中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、医

療保険給付関係情報

又は地方税関係情報

であって規則で定め

るもの 

１７～２１ ［略］ 

２２ 市長  ［略］ 生活保護関係情報で

あって規則で定める

もの 



２３ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報又は

生活保護関係情報で

あって規則で定める

もの

２４ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、介

護保険給付等関係情

報、医療保険給付関

係情報、国民健康保

険税賦課徴収情報、

障害者関係情報、市

営住宅家賃情報、特

定疾病児童等日常生

活用具給付等事務に

関する情報、心身障

害者福祉手当支給事

務に関する情報、補

装具自己負担額助成

に関する事務に関す

る情報、ひとり親医

療費等助成事務に関

する情報、措置入所

等関係情報、自立支

援給付関係情報、地

方税関係情報、児童

扶養手当関係情報、

特別児童扶養手当関

係情報、障害児福祉

手当等関係情報、母

子及び父子並びに寡

婦福祉法による給付

金に関する情報、戦

傷病者戦没者遺族等

援護法（昭和２７年

法律第１２７号）に

よる援護に関する情

報、母子保健法によ

る養育医療の給付若

しくは養育医療に要

する費用の支給に関

する情報、児童手当

法（昭和４６年法律

第７３号）による児

童手当若しくは特例

給付の支給に関する

情報、年金給付関係

情報、地域子ども・

子育て支援事業情報

又は保育所費用徴収

情報であって規則で 

２３ 市長  ［略］ 生活保護関係情報で

あって規則で定める

もの 

２４ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、介

護保険給付等関係情

報、医療保険給付関

係情報、障害者関係 

情報、さいたま市市

営住宅条例による入

居者の家賃に関する

情報、特定疾病児童

等日常生活用具給付 

等事務に関する情報、

心身障害者福祉手当

支給事務に関する情

報、補装具自己負担

額助成に関する事務

に関する情報、ひと

り親医療費等助成事

務に関する情報、措

置入所等関係情報、

自立支援給付関係情 

報、地方税関係情報、

児童扶養手当関係情

報、特別児童扶養手

当関係情報、障害児 

福祉手当等関係情報、

母子及び父子並びに

寡婦福祉法による給

付金に関する情報、

戦傷病者戦没者遺族

等援護法（昭和２７

年法律第１２７号）

による援護に関する

情報、母子保健法に

よる養育医療の給付

若しくは養育医療に

要する費用の支給に

関する情報又は児童

手当法（昭和４６年

法律第７３号）によ 

  る児童手当若しくは

特例給付の支給に関

する情報であって規

則で定めるもの 



  定めるもの 

２５～２９ ［略］ 

３０ 市長 中国残留

邦人等の

円滑な帰

国の促進

並びに永

住帰国し

た中国残

留邦人等

及び特定

配偶者の

自立の支

援に関す

る法律に

よる支援

給付又は

配偶者支

援金の支

給に関す

る事務で

あって規

則で定め

るもの 

生活保護関係情報、

介護保険給付等関係

情報、医療保険給付

関係情報、国民健康

保険税賦課徴収情報、

障害者関係情報、市

営住宅家賃情報、特

定疾病児童等日常生

活用具給付等事務に

関する情報、心身障

害者福祉手当支給事

務に関する情報、補

装具自己負担額助成

に関する事務に関す

る情報、ひとり親医

療費等助成事務に関

する情報、地方税関

係情報、年金給付関

係情報、地域子ども

・子育て支援事業情

報又は保育所費用徴

収情報であって規則

で定めるもの 

３１ 市長 国民年金

法による

年金であ

る給付若

しくは一

時金の支

給又は保

険料の免

除に関す

る事務で

あって規

則で定め

るもの 

中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、医

療保険給付関係情報、

国民健康保険税賦課

徴収情報又は地方税

関係情報であって規

則で定めるもの 

３２ 市長 予防接種

法（昭和

２３年法

律第６８

号）によ

る給付の

支給又は 

中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報又は

地方税関係情報であ

って規則で定めるも

の 

 実費の徴

収に関す

る事務で

あって規

則で定め

るもの 

２５～２９ ［略］ 



３３ 市長 子ども・

子育て支

援法によ

る子ども

のための

教育・保

育給付の

支給又は

地域子ど

も・子育

て支援事

業の実施

に関する

事務であ

って規則

で定める

もの 

中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、介

護保険給付等関係情

報、医療保険給付関

係情報、国民健康保

険税賦課徴収情報、

障害者関係情報、自

立支援給付関係情報、

地方税関係情報、児

童扶養手当関係情報、

特別児童扶養手当関

係情報、児童福祉法

による障害児通所支

援若しくは障害児入

所支援に関する情報

又は保育所費用徴収

情報であって規則で

定めるもの 

３４ 市長 児童福祉

法による

保育所に

おける保

育の実施

又は費用

の徴収に

関する事

務であっ

て規則で

定めるも

の 

中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、介

護保険給付等関係情

報、医療保険給付関

係情報、国民健康保

険税賦課徴収情報、

地方税関係情報又は

地域子ども・子育て

支援事業情報であっ

て規則で定めるもの

附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 



さいたま市条例第６号 

さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正す

る条例

さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年さいた

ま市条例第１号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（指定管理者となることができない法人等） （指定管理者となることができない法人等）

第３条の２ ［略］ 第３条の２ ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

３ 本市の地方自治法第１８０条の５第１項及び

第３項に規定する委員会の委員（教育委員会に

あっては、教育長及び委員）若しくは委員若し

くは地方公営企業の管理者（以下「委員等」と

いう。）又は委員等の配偶者が無限責任社員等

に就任している法人その他の団体は、指定管理

者になることができない。ただし、管理するこ

ととなる公の施設の業務が当該委員等の職務に

関するものでないときは、この限りでない。

３ 本市の地方自治法第１８０条の５第１項及び

第３項に規定する委員会の委員若しくは委員若

しくは地方公営企業の管理者（以下「委員等」

という。）又は委員等の配偶者が無限責任社員

等に就任している法人その他の団体は、指定管

理者になることができない。ただし、管理する

こととなる公の施設の業務が当該委員等の職務

に関するものでないときは、この限りでない。

（指定管理者審査選定委員会の設置） （指定管理者審査選定委員会の設置） 

第８条 ［略］ 第８条 ［略］

２ 委員会は、それぞれ委員７人以内をもって組

織する。ただし、前項第６号に掲げるさいたま

市都市局指定管理者審査選定委員会については、

 委員９人以内をもって組織する。

２ 委員会は、それぞれ委員７人以内をもって組

織する。ただし、前項第５号に掲げるさいたま

市都市局指定管理者審査選定委員会については、

 委員９人以内をもって組織する。

３～７ ［略］ ３～７ ［略］ 

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

 （経過措置）



２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法

律第７６号）附則第２条第１項の規定によりなお従前の例により在職するものとさ

れる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法

律第１６２号）第１６条第１項の教育委員会の教育長が在職する間は、この条例に

よる改正後のさいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条

の２第３項の規定は適用せず、この条例による改正前のさいたま市公の施設の指定

管理者の指定の手続等に関する条例第３条の２第３項の規定は、なお従前の例によ

る。



さいたま市条例第７号 

   さいたま市職員定数条例の一部を改正する条例

 さいたま市職員定数条例（平成１３年さいたま市条例第２３号）の一部を次のよう

に改正する。

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（職員の定数） （職員の定数） 

第２条 前条の職員の定数は、次に掲げるとおりと

する。 

第２条 前条の職員の定数は、次に掲げるとおりと

する。 

 市長の事務部局の職員   市長の事務部局の職員 

ア ［略］ ア ［略］ 

イ 市立病院の職員 ９６５人 イ 市立病院の職員 ７８１人 

～  ［略］  ～  ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

附 則

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。



さいたま市条例第８号 

   さいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改

正する条例

 さいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２１年さ

いたま市条例第３５号）の一部を次のように改正する。

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期

付職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４

８号。以下「法」という。）第３条第１項及び第

２項、第４条、第５条第１項及び第２項、第６条

第２項並びに第７条第１項及び第２項並びに地方

公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条

第５項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用

及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に

関し必要な事項を定めるものとする。

第１条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期

付職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４

８号。以下「法」という。）第３条第１項及び第

２項並びに第７条第１項並びに地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２４条第５項の規定

に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定

めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事

項を定めるものとする。

（職員の任期を定めた採用） （職員の任期を定めた採用）

第２条 任命権者（法第２条第３項に規定する任命

権者をいう。以下同じ。）は、高度の専門的な知

識経験又は優れた識見を有する者をその者が有す

る当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を

一定の期間活用して遂行することが特に必要とさ

れる業務に従事させる場合には、職員（同条第１

項本文に規定する職員をいう。以下同じ。）を選

考により任期を定めて採用することができる。

第２条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は

優れた識見を有する者をその者が有する当該高度

の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間

活用して遂行することが特に必要とされる業務に

従事させる場合には、職員を選考により任期を定

めて採用することができる。

２ ［略］ ２ ［略］

第３条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務

のいずれかに期間を限って従事させることが公務

の能率的運営を確保するために必要である場合に

は、職員を任期を定めて採用することができる。

 一定の期間内に終了することが見込まれる業

務

 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれ

る業務



２ 任命権者は、法律により任期を定めて任用され

る職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいず

れかに係る職に任用する場合において、職員を当

該業務以外の業務に期間を限って従事させること

が公務の能率的運営を確保するために必要である

ときは、職員を任期を定めて採用することができ

る。

（短時間勤務職員の任期を定めた採用）

第４条 任命権者は、短時間勤務職員（法第２条第

２項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。

 ）を前条第１項各号に掲げる業務のいずれかに従

事させることが公務の能率的運営を確保するため

に必要である場合には、短時間勤務職員を任期を

定めて採用することができる。

２ 任命権者は、前項の規定によるほか、市民に対

 して職員により直接提供されるサービスについて、

 その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における

提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若

しくは充実した提供体制を維持する必要がある場

合において、短時間勤務職員を当該サービスに係

る業務に従事させることが公務の能率的運営を確

保するために必要であるときは、短時間勤務職員

を任期を定めて採用することができる。

（任期の特例）

第５条 法第６条第２項に規定する条例で定める場

合は、次に掲げる場合とする。

 第３条第１項第１号に掲げる業務の終了の時

期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期

された場合その他やむを得ない事情により同条

又は前条の規定により任期を定めて採用された

職員又は短時間勤務職員の任期を延長すること

が必要な場合で第３条又は前条の規定により任

期を定めて採用した趣旨に反しないとき。

 第３条又は前条の規定により任期を定めて採

用する職員又は短時間勤務職員を３年を超えて

業務に従事させることが公務の能率的運営を確

保するために特に必要であると市長が認めると

き。

 （任期の更新）  （任期の更新）

第６条 任命権者は、第２条から第４条までの規定

により任期を定めて採用された職員又は短時間勤

務職員の任期を更新する場合には、当該職員又は

短時間勤務職員の同意を得なければならない。

第３条 任命権者は、前条の規定により任期を定め

て採用された職員の任期を更新する場合には、当

該職員の同意を得なければならない。

 （給与に関する特例）  （給与に関する特例）

第７条 ［略］ 第４条 ［略］



第８条 第４条の規定により任期を定めて採用され

た短時間勤務職員（以下「任期付短時間勤務職員

」という。）の給料月額は、その者に適用される

さいたま市職員の給与に関する条例（平成１３年

さいたま市条例第４２号。以下「給与条例」とい

う。）別表第１又は別表第２の給料表に掲げる給

料月額に、さいたま市職員の勤務時間、休日及び

休暇に関する条例第２条第４項の規定により定め

られたその者の勤務時間を同条第１項に規定する

勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

 （給与条例の適用除外等）  （給与条例等の適用除外等）

第９条 給与条例第３条、第４条、第７条、第８条、

 第１０条、第１１条、第１４条、第１９条、第２

 ０条第２項、第２１条及び第３０条の規定は、特

 定任期付職員には適用しない。

第５条 さいたま市職員の給与に関する条例（平成

１３年さいたま市条例第４２号。以下「給与条例

」という。）第３条、第４条、第７条、第８条、

第１０条、第１１条、第１４条、第１９条、第２

０条第２項、第２１条及び第３０条の規定は、特

定任期付職員には適用しない。

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条、第２

５条第１項及び第２項並びに第２７条第２項の規

定の適用については、給与条例第２条中「及び寒

冷地手当」とあるのは「、寒冷地手当及び特定任

期付職員業績手当」と、給与条例第２５条第１項

中「指定管理職員」とあるのは「指定管理職員又

はさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与

の特例に関する条例（平成２１年さいたま市条例

第３５号）第２条第１項の規定により任期を定め

て採用された職員（以下「特定任期付職員」とい

う。）」と、「当該指定管理職員」とあるのは「

当該指定管理職員又は特定任期付職員」と、給与

条例第２５条第２項中「指定管理職員」とあるの

は「指定管理職員又は特定任期付職員」と、「当

該指定管理職員」とあるのは「当該指定管理職員

又は特定任期付職員」と、給与条例第２７条第２

項中「１００分の１２２．５」とあるのは「１０

０分の１６２．５」と、「１００分の１３７．５

」とあるのは「１００分の１６２．５」とする。

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条、第２

５条第１項及び第２項並びに第２７条第２項の規

定の適用については、給与条例第２条中「及び寒

冷地手当」を「、寒冷地手当及び特定任期付職員

業績手当」と、給与条例第２５条第１項中「指定

管理職員」とあるのは「指定管理職員又はさいた

ま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例（平成２１年さいたま市条例第３５号

）第２条第１項の規定により任期を定めて採用さ

れた職員（以下「特定任期付職員」という。）」

と、「当該指定管理職員」とあるのは「当該指定

管理職員又は特定任期付職員」と、給与条例第２

５条第２項中「指定管理職員」とあるのは「指定

管理職員又は特定任期付職員」と、「当該指定管

理職員」とあるのは「当該指定管理職員又は特定

任期付職員」と、給与条例第２７条第２項中「１

００分の１２２．５」とあるのは「１００分の１

６２．５」と、「１００分の１３７．５」とある

のは「１００分の１６２．５」とする。

第１０条 給与条例第９条から第１１条まで、第１

３条、第１４条、第１６条及び第３１条の規定は、

 任期付短時間勤務職員には適用しない。

２ 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第１５

条第２項第２号、第１９条第２項及び第３２条第

１項の規定の適用については、給与条例第１５条

第２項第２号中「又は再任用短時間勤務職員」と

あるのは「、再任用短時間勤務職員又は任期付短

時間勤務職員（さいたま市一般職の任期付職員の

採用及び給与の特例に関する条例（平成２１年さ

いたま市条例第３５号）第８条に規定する任期付



短時間勤務職員をいう。以下同じ。）」と、給与

条例第１９条第２項中「又は再任用短時間勤務職

員」とあるのは「、再任用短時間勤務職員又は任

期付短時間勤務職員」と、給与条例第３２条第１

項中「再任用短時間勤務職員」とあるのは「再任

用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」と

する。

第１１条 ［略］ 第６条 ［略］

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。

（さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正）

２ さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成１３年さいたま市

条例第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（１週間の勤務時間） （１週間の勤務時間）

第２条 ［略］ 第２条 ［略］

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

４ さいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与

の特例に関する条例（平成２１年さいたま市条例

第３５号）第４条の規定により任期を定めて採用

された職員（次条第１項において「任期付短時間

勤務職員」という。）の勤務時間は、第１項の規

定にかかわらず、休憩時間を除き、４週間を超え

ない期間につき１週間当たり３１時間までの範囲

内で、任命権者が定める。

５ 任命権者は、職務の特殊性又は勤務公署の特殊

の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて

勤務することを必要とする職員の勤務時間につい

て、別に定めることができる。

４ 任命権者は、職務の特殊性又は勤務公署の特殊

の必要により前３項に規定する勤務時間を超えて

勤務することを必要とする職員の勤務時間につい

て、別に定めることができる。

 （週休日及び勤務時間の割振り）  （週休日及び勤務時間の割振り）



第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を

割り振らない日をいう。以下同じ。）とする。た

だし、任命権者は、育児短時間勤務職員等につい

ては必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に

従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの

５日間において週休日を設けるものとし、再任用

短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員（以下

「再任用短時間勤務職員等」という。）について

は日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日ま

での５日間において週休日を設けることができる。

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を

割り振らない日をいう。以下同じ。）とする。た

だし、任命権者は、育児短時間勤務職員等につい

ては必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に

従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの

５日間において週休日を設けるものとし、再任用

短時間勤務職員については日曜日及び土曜日に加

えて月曜日から金曜日までの５日間において週休

日を設けることができる。

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日間に

おいて、１日につき７時間４５分の勤務時間を割

り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員

等については１週間ごとの期間について、当該育

児短時間勤務等の内容に従い１日につき７時間４

５分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るもの

とし、再任用短時間勤務職員等については１週間

ごとの期間について、１日につき７時間４５分を

超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日間に

おいて、１日につき７時間４５分の勤務時間を割

り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員

等については１週間ごとの期間について、当該育

児短時間勤務等の内容に従い１日につき７時間４

５分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るもの

とし、再任用短時間勤務職員については１週間ご

との期間について、１日につき７時間４５分を超

えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第４条 ［略］ 第４条 ［略］

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務

時間の割振りを定める場合には、規則の定めると

ころにより、４週間ごとの期間につき８日の週休

日（育児短時間勤務職員等にあっては８日以上で

当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、再

任用短時間勤務職員等にあっては８日以上の週休

日）を設けなければならない。ただし、職務の特

殊性又は勤務公署の特殊の必要（育児短時間勤務

職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容

）により、４週間ごとの期間につき８日（育児短

時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員等にあ

っては８日以上）の週休日を設けることが困難で

ある職員について、規則の定めるところにより、

４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以

上の割合で週休日（育児短時間勤務職員等にあっ

ては、４週間を超えない期間につき１週間当たり

１日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に

従った週休日）を設ける場合には、この限りでな

い。

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務

時間の割振りを定める場合には、規則の定めると

ころにより、４週間ごとの期間につき８日の週休

日（育児短時間勤務職員等にあっては８日以上で

当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、再

任用短時間勤務職員にあっては８日以上の週休日

）を設けなければならない。ただし、職務の特殊

性又は勤務公署の特殊の必要（育児短時間勤務職

員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容）

により、４週間ごとの期間につき８日（育児短時

間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあって

は８日以上）の週休日を設けることが困難である

職員について、規則の定めるところにより、４週

間を超えない期間につき１週間当たり１日以上の

割合で週休日（育児短時間勤務職員等にあっては、

 ４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以

上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った

週休日）を設ける場合には、この限りでない。

 （年次有給休暇）  （年次有給休暇）

第１３条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休

暇とし、その日数は、一の年において、次の各号

に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる

日数とする。

第１３条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休

暇とし、その日数は、一の年において、次の各号

に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる

日数とする。

 次号及び第３号に掲げる職員以外の職員 ２

０日（育児短時間勤務職員等及び再任用短時間

勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を

考慮し、２０日を超えない範囲内で規則で定め

る日数）

 次号及び第３号に掲げる職員以外の職員 ２

０日（育児短時間勤務職員等及び再任用短時間

勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考

慮し、２０日を超えない範囲内で規則で定める

日数）



  ・  ［略］   ・  ［略］

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

 （非常勤職員の勤務時間等）  （非常勤職員の勤務時間等）

第１９条 非常勤職員（再任用短時間勤務職員等を

除く。）の勤務時間等については、第２条から前

条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を

考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が

定める。

第１９条 非常勤職員（再任用短時間勤務職員を除

く。）の勤務時間等については、第２条から前条

までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考

慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定

める。



さいたま市条例第９号 

   さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部を改正する条

   例

 （さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正） 

第１条 さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成１３年さいた

ま市条例第２９号）の一部を次のように改正する。

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （正規の勤務時間以外の時間における勤務）  （正規の勤務時間以外の時間における勤務）

第８条 任命権者は、市人事委員会（労働基準法（

昭和２２年法律第４９号）別表第１第１号から第

１０号まで及び第１３号から第１５号までに掲げ

る事業にあっては労働基準監督署長）の許可を受

けて、第２条から第５条までに規定する勤務時間

（以下「正規の勤務時間」という。）以外の時間

において職員に設備等の保全、外部との連絡及び

文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定め

る断続的な勤務をすることを命ずることができる。

 ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である

場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生じ

ると認められる場合として規則で定める場合に限

り、当該断続的な勤務をすることを命ずることが

できる。

第８条 任命権者は、市人事委員会（労働基準法（

昭和２２年法律第４９号）別表第１第１号から第

１０号まで及び第１３号から第１５号までに掲げ

る事業にあっては労働基準監督署長）の許可を受

けて、第２条から第５条までに規定する勤務時間

（以下「正規の勤務時間」という。）以外の時間

において職員に設備等の保全、外部との連絡及び

文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定め

る断続的な勤務をすることを命ずることができる。

 ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場

合にあっては、公務の運営に著しい支障が生じる

と認められる場合として規則で定める場合に限り、

 当該断続的な勤務をすることを命ずることができ

る。

２ 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要が

ある場合には、正規の勤務時間以外の時間におい

て職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすること

を命ずることできる。ただし、当該職員が育児短

時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運

営に著しい支障が生じると認められる場合として

規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の

時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をする

ことを命ずることができる。

２ 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要が

ある場合には、正規の勤務時間以外の時間におい

て職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすること

を命ずることできる。ただし、当該職員が育児短

時間勤務職員である場合にあっては、公務の運営

に著しい支障が生じると認められる場合として規

則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時

間において同項に掲げる勤務以外の勤務をするこ

とを命ずることができる。

 （育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外

勤務の制限）

 （育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外

勤務の制限）

第９条 任命権者は、小学校就学の始期に達するま 第９条 任命権者は、小学校就学の始期に達するま



 での子（民法（明治２９年法律第８９号）第８１

７条の２第１項の規定により職員が当該職員との

間における同項に規定する特別養子縁組の成立に

ついて家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る

家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。

 ）であって、当該職員が現に監護するもの、児童

福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第

１項第３号の規定により同法第６条の４第２号に

規定する養子縁組里親である職員に委託されてい

る児童その他これらに準じる者として規則で定め

る者を含む。以下この条において同じ。）のある

職員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、

深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間を

いう。以下この項において同じ。）において常態

として当該子を養育することができるものとして

規則で定める者に該当する場合における当該職員

を除く。）が、規則で定めるところにより、当該

子を養育するために請求した場合には、公務の正

常な運営を妨げるときを除き、深夜における勤務

をさせてはならない。

 での子のある職員（職員の配偶者で当該子の親で

あるものが、深夜（午後１０時から翌日の午前５

時までの間をいう。以下この項において同じ。）

において常態として当該子を養育することができ

るものとして規則で定める者に該当する場合にお

ける当該職員を除く。）が、規則で定めるところ

により、当該子を養育するために請求した場合に

は、公務の正常な運営を妨げるときを除き、深夜

における勤務をさせてはならない。

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

４ 前３項の規定は、第１６条第１項に規定する日

常生活を営むのに支障がある者（以下この項にお

いて「要介護者」という。）を介護する職員につ

いて準用する。この場合において、第１項中「小

学校就学の始期に達するまでの子（民法（明治２

９年法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定

により職員が当該職員との間における同項に規定

する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請

求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所

に係属している場合に限る。）であって、当該職

員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定に

より同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里

親である職員に委託されている児童その他これら

に準じる者として規則で定める者を含む。以下こ

の条において同じ。）のある職員（職員の配偶者

で当該子の親であるものが、深夜（午後１０時か

ら翌日の午前５時までの間をいう。以下この項に

おいて同じ。）において常態として当該子を養育

することができるものとして規則で定める者に該

当する場合における当該職員を除く。）が、規則

で定めるところにより、当該子を養育する」とあ

り、第２項中「３歳に満たない子のある職員が、

規則で定めるところにより、当該子を養育する」

とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達する

までの子のある職員が、規則で定めるところによ

り、当該子を養育する」とあるのは、「要介護者

のある職員が、規則で定めるところにより、当該

要介護者を介護する」と、第１項中「深夜におけ

る」とあるのは「深夜（午後１０時から翌日の午

前５時までの間をいう。）における」と、第２項

４ 第１項及び前項の規定は、第１６条第１項に規

定する日常生活を営むのに支障がある者（以下こ

の項において「要介護者」という。）を介護する

職員について準用する。この場合において、第１

項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある

職員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、

深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間を

いう。以下この項において同じ。）において常態

として当該子を養育することができるものとして

規則で定める者に該当する場合における当該職員

を除く。）が、規則で定めるところにより、当該

子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、

規則で定めるところにより、当該要介護者を介護

」と、「深夜における」とあるのは「深夜（午後

１０時から翌日の午前５時までの間をいう。）に

おける」と、前項中「小学校就学の始期に達する

までの子のある職員が、規則で定めるところによ

り、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある

職員が、規則で定めるところにより、当該要介護

者を介護」と読み替えるものとする。



中「当該請求をした職員の業務を処理するための

措置を講ずることが著しく困難である」とあるの

は「公務の運営に支障がある」と読み替えるもの

とする。

 （時間外勤務代休時間）  （時間外勤務代休時間）

第１０条の２ 任命権者は、さいたま市職員の給与

に関する条例（平成１３年さいたま市条例第４２

号）第１９条第４項の規定により時間外勤務手当

を支給すべき職員に対して、規則で定めるところ

により、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わ

る措置の対象となるべき時間（以下「時間外勤務

代休時間」という。）として、規則で定める期間

内にある勤務日等（次条第１項に規定する休日及

び代休日を除く。）に割り振られた勤務時間の全

部又は一部を指定することができる。

第１０条の２ 任命権者は、さいたま市職員の給与

に関する条例第１９条第４項の規定により時間外

勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定め

るところにより、当該時間外勤務手当の一部の支

給に代わる措置の対象となるべき時間（以下「時

間外勤務代休時間」という。）として、規則で定

める期間内にある勤務日等（次条第１項に規定す

る休日及び代休日を除く。）に割り振られた勤務

時間の全部又は一部を指定することができる。

２ ［略］ ２ ［略］

 （休暇の種類）  （休暇の種類）

第１２条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、

 特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とす

る。

第１２条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、

 特別休暇、介護休暇及び組合休暇とする。

 （介護休暇）  （介護休暇）

第１６条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（

届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

 る者を含む。以下この項において同じ。）、父母、

 子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、

疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日

常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同

じ。）の介護をするため、任命権者が、規則の定

めるところにより、職員の申出に基づき、要介護

者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状

態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月を

超えない範囲内で指定する期間（以下「指定期間

」という。）内において勤務しないことが相当で

あると認められる場合における休暇とする。

第１６条 介護休暇は、職員が配偶者（届出をしな

いが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

 以下この項において同じ。）、父母、子、配偶者

の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老

齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営

むのに支障があるものの介護をするため、勤務し

ないことが相当であると認められる場合における

休暇とする。

２ 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と

認められる期間とする。

２ 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が

同項に規定する介護を必要とする一の継続する状

態ごとに、連続する６月の期間内において必要と

認める期間とする。ただし、任命権者が特に必要

と認める場合は、連続する３月の期間内において

必要と認める期間を延長することができる。

３ 介護休暇については、さいたま市職員の給与に

関する条例第１８条の規定にかかわらず、その勤

務しない１時間につき、同条例第２３条に規定す

る勤務１時間当たりの給与額を減額する。

３ 介護休暇については、さいたま市職員の給与に

関する条例（平成１３年さいたま市条例第４２号

）第１８条の規定にかかわらず、その勤務しない

１時間につき、同条例第２３条に規定する勤務１

時間当たりの給与額を減額する。

 （介護時間）

第１６条の２ 介護時間は、職員が要介護者の介護



をするため、要介護者の各々が当該介護を必要と

する一の継続する状態ごとに、連続する３年の期

間（当該要介護者に係る指定期間と重複する期間

を除く。）内において１日の勤務時間の一部につ

き勤務しないことが相当であると認められる場合

における休暇とする。

２ 介護時間の時間は、前項に規定する期間内にお

いて１日につき２時間を超えない範囲内で必要と

認められる時間とする。

３ 前条第３項の規定は、介護時間について準用す

る。

 （組合休暇）  （組合休暇）

第１７条 ［略］ 第１７条 ［略］

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

４ 第１６条第３項の規定は、組合休暇について準

用する。

４ 前条第３項の規定は、組合休暇について準用す

る。

 （病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び

組合休暇の承認）

 （病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇の

承認）

第１８条 病気休暇、特別休暇（規則で定めるもの

を除く。）、介護休暇、介護時間及び組合休暇に

ついては、規則の定めるところにより、任命権者

の承認を受けなければならない。

第１８条 病気休暇、特別休暇（規則で定めるもの

を除く。）、介護休暇及び組合休暇については、

規則の定めるところにより、任命権者の承認を受

けなければならない。

   附 則    附 則

１～７ ［略］ １～７ ［略］

 （さいたま市職員の給与に関する条例附則第３２

項の規定により給与が減ぜられて支給される職員

に関する読替え）

 （さいたま市職員の給与に関する条例附則第３２

項の規定により給与が減ぜられて支給される職員

に関する読替え）

８ さいたま市職員の給与に関する条例附則第３２

項の規定により給与が減ぜられて支給される職員

に対する第１６条第３項（第１６条の２第３項の

規定により準用する場合を含む。）の規定の適用

については、同項中「第２３条」とあるのは、「

附則第３４項」とする。

８ さいたま市職員の給与に関する条例附則第３２

項の規定により給与が減ぜられて支給される職員

に対する第１６条第３項の規定の適用については、

同項中「第２３条」とあるのは、「附則第３４項

」とする。

 （さいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

第２条 さいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１３年さいた

ま市条例第４３号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。



 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（給与の減額） （給与の減額）

第２０条 ［略］ 第２０条 ［略］

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の

始期に達するまでの子を養育するため１日の勤務

時間の一部（２時間を超えない範囲内の時間に限

る。）を勤務しないことをいう。）、介護休暇（

当該職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事

実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下

この項において同じ。）、父母、子、配偶者の父

母その他市長が指定する者で負傷、疾病又は老齢

により市長が指定する期間にわたり日常生活を営

むのに支障があるものをいう。以下この項におい

て同じ。）の介護をするため、任命権者が、職員

の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必

要とする一の継続する状態ごとに、３回を超えず、

 かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定する

期間（以下この項において「指定期間」という。

）内において勤務しないことが相当であると認め

られる場合における休暇をいう。）又は介護時間

（当該職員が要介護者の介護をするため、要介護

者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状

態ごとに、連続する３年の期間（当該要介護者に

係る指定期間と重複する期間を除く。）内におい

て１日の勤務時間の一部につき勤務しないことが

相当であると認められる場合における休暇をいう。

 ）の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規

定にかかわらず、その勤務しない１時間につき勤

務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給す

る。

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の

始期に達するまでの子を養育するため１日の勤務

時間の一部（２時間を超えない範囲内の時間に限

る。）を勤務しないことをいう。）又は介護休暇

（当該職員が配偶者（届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。以下この項に

おいて同じ。）、父母、子、配偶者の父母その他

市長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により市

長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支

障がある者の介護をするため、勤務しないことが

相当であると認められる場合における休暇をいう。

 ）の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規

定にかかわらず、その勤務しない１時間につき勤

務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給す

る。

 （さいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

第３条 さいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１３年

さいたま市条例第２７７号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。



改正後 改正前

（給与の減額） （給与の減額）

第１７条 ［略］ 第１７条 ［略］

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の

始期に達するまでの子を養育するため１日の勤務

時間の一部（２時間を超えない範囲内の時間に限

る。）を勤務しないことをいう。）、介護休暇（

当該職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事

実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下

この項において同じ。）、父母、子、配偶者の父

母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老

齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活

を営むのに支障があるものをいう。以下この項に

おいて同じ。）の介護をするため、管理者が、職

員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を

必要とする一の継続する状態ごとに、３回を超え

ず、かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定

する期間（以下この項において「指定期間」とい

う。）内において勤務しないことが相当であると

認められる場合における休暇をいう。）又は介護

時間（当該職員が要介護者の介護をするため、要

介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続す

る状態ごとに、連続する３年の期間（当該要介護

者に係る指定期間と重複する期間を除く。）内に

おいて１日の勤務時間の一部につき勤務しないこ

とが相当であると認められる場合における休暇を

いう。）の承認を受けて勤務しない場合には、前

項の規定にかかわらず、その勤務しない１時間に

つき勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を

支給する。

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の

始期に達するまでの子を養育するため１日の勤務

時間の一部（２時間を超えない範囲内の時間に限

る。）を勤務しないことをいう。）又は介護休暇

（当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母そ

の他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢に

より管理者が指定する期間にわたり日常生活を営

むのに支障がある者の介護をするため、勤務しな

いことが相当であると認められる場合における休

 暇をいう。）の承認を受けて勤務しない場合には、

 前項の規定にかかわらず、その勤務しない１時間

につき勤務１時間当たりの給与額を減額して給与

を支給する。

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ この条例による改正前のさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

第１６条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日

において当該介護休暇の初日（以下この項において単に「初日」という。）から起

算して６月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの条例による改正後のさ

いたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第１６条第１項に規定する指

定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の

申出に基づくこの条例の施行の日以後の日（初日から起算して６月を経過する日ま



での日に限る。）までの期間を指定するものとする。



さいたま市条例第１０号 

   さいたま市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

 さいたま市職員の育児休業等に関する条例（平成１３年さいたま市条例第３０号）

の一部を次のように改正する。

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

  該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （育児休業をすることができない職員）  （育児休業をすることができない職員）

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職

員は、次に掲げる職員とする。

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職

員は、次に掲げる職員とする。

・  ［略］ ・  ［略］

 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非

常勤職員

 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非

常勤職員

  ア 次のいずれにも該当する非常勤職員   ア 次のいずれにも該当する非常勤職員

（ア） ［略］ （ア） ［略］

（イ） その養育する子（育児休業法第２条第１

項に規定する子をいう。以下同じ。）が１

歳６か月に達する日までに、その任期（任

期が更新される場合にあっては、更新後の

もの）が満了すること及び特定職に引き続

き採用されないことが明らかでない非常勤

職員

（イ） その養育する子が１歳に達する日（以下

「１歳到達日」という。）を超えて特定職

に引き続き在職することが見込まれる非常

勤職員（当該子の１歳到達日から１年を経

過する日までの間に、その任期が満了し、

かつ、当該任期が更新されないこと及び特

定職に引き続き採用されないことが明らか

である非常勤職員を除く。）

（ウ） ［略］ （ウ） ［略］

  イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当する

非常勤職員（その養育する子の１歳に達する

日（以下この号及び同条において「１歳到達

日」という。）（当該子について当該非常勤

職員がする育児休業の期間の末日とされた日

が当該子の１歳到達日後である場合にあって

は、当該末日とされた日）において育児休業

をしている非常勤職員に限る。）

  イ 次条第３号に掲げる場合に該当する非常勤

職員（その養育する子の１歳到達日（当該子

について当該非常勤職員がする育児休業の期

間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後

である場合にあっては、当該末日とされた日

）において育児休業をしている非常勤職員に

限る。）

  ウ ［略］   ウ ［略］

 （育児休業法第２条第１項の条例で定める者）

第２条の２ 育児休業法第２条第１項の条例で定め

る者は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号

）第６条の４第１号に規定する養育里親である職



員（児童の親その他の同法第２７条第４項に規定

する者の意に反するため、同項の規定により、同

法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親とし

て当該児童を委託することができない職員に限る。

 ）に同法第２７条第１項第３号の規定により委託

されている当該児童とする。

第２条の３ ［略］ 第２条の２ ［略］

第２条の４ ［略］ 第２条の３ ［略］

 （育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定め

る特別の事情）

 （育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定め

る特別の事情）

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で

定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で

定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

 育児休業をしている職員が、産前の休業を始

め、又は出産したことにより、当該育児休業の

承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出

産に係る子が次に掲げる場合に該当することと

なったこと。

育児休業をしている職員が産前の休業を始め、

  若しくは出産したことにより当該育児休業の承

認が効力を失い、又は第５条に規定する事由に

該当したことにより当該育児休業の承認が取り

消された後、当該産前の休業若しくは出産に係

る子若しくは同条に規定する承認に係る子が死

亡し、又は養子縁組等により職員と別居するこ

ととなったこと。

  ア 死亡した場合

  イ 養子縁組等により職員と別居することとな

った場合

 育児休業をしている職員が第５条に規定する

事由に該当したことにより当該育児休業の承認

が取り消された後、同条に規定する承認に係る

子が次に掲げる場合に該当することとなったこ

と。

  ア 前号ア又はイに掲げる場合

  イ 民法（明治２９年法律第８９号）第８１７

条の２第１項の規定による請求に係る家事審

判事件が終了した場合（特別養子縁組の成立

の審判が確定した場合を除く。）又は養子縁

組が成立しないまま児童福祉法第２７条第１

項第３号の規定による措置が解除された場合

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 第２条の３第３号に掲げる場合に該当するこ

と。

 第２条の２第３号に掲げる場合に該当するこ

と。

 ［略］  ［略］

 （育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して

１年を経過しない場合に育児短時間勤務をするこ

とができる特別の事情）

 （育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して

１年を経過しない場合に育児短時間勤務をするこ

とができる特別の事情）

第１１条 育児休業法第１０条第１項ただし書の条 第１１条 育児休業法第１０条第１項ただし書の条



例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。 例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

 育児短時間勤務（育児休業法第１０条第１項

に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。

）をしている職員が、産前の休業を始め、又は

出産したことにより、当該育児短時間勤務の承

認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産

に係る子が第３条第１号ア又はイに掲げる場合

に該当することとなったこと。

 育児短時間勤務（育児休業法第１０条第１項

に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。

）をしている職員が産前の休業を始め、若しく

は出産したことにより当該育児短時間勤務の承

認が効力を失い、又は第１４条第１号に掲げる

事由に該当したことにより当該育児短時間勤務

の承認が取り消された後、当該産前の休業若し

くは出産に係る子若しくは同号に規定する承認

に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員

と別居することになったこと。

 育児短時間勤務をしている職員が、第１４条

第１号に掲げる事由に該当したことにより当該

育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号

に規定する承認に係る子が第３条第２号ア又は

イに掲げる場合に該当することとなったこと。

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 （部分休業の承認）  （部分休業の承認）

第１９条 ［略］ 第１９条 ［略］

２ 職員勤務時間条例第１５条若しくは教職員勤務

時間条例第１７条に規定する特別休暇又は職員勤

務時間条例第１６条の２若しくは教職員勤務時間

条例第１９条の規定による介護時間の承認を受け

て勤務しない職員（非常勤職員を除く。）に対す

る部分休業の承認については、１日につき２時間

から当該特別休暇又は当該介護時間の承認を受け

て勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内

で行うものとする。

２ 職員勤務時間条例第１５条又は教職員勤務時間

条例第１７条に規定する特別休暇の承認を受けて

いる職員（非常勤職員を除く。）に対する部分休

業の承認については、１日につき２時間から当該

特別休暇の時間を減じた時間を超えない範囲内で

行うものとする。

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、

 １日につき、当該非常勤職員について１日につき

定められた勤務時間から５時間４５分を減じた時

間を超えない範囲内で（当該非常勤職員が職員勤

務時間条例第１５条若しくは教職員勤務時間条例

第１７条に規定する特別休暇又は育児休業、介護

休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関

する法律（平成３年法律第７６号）第６１条第３

２項において読み替えて準用する同条第２９項の

規定による介護をするための時間の承認を受けて

 勤務しない場合にあっては、当該範囲内で、かつ、

 ２時間から当該特別休暇又は当該介護をするため

の時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時

間を超えない範囲内で）行うものとする。

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、

 １日につき、当該非常勤職員について１日につき

定められた勤務時間から５時間４５分を減じた時

間を超えない範囲内で（当該非常勤職員が職員勤

務時間条例第１５条又は教職員勤務時間条例第１

７条に規定する特別休暇を承認されている場合に

あっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、

２時間から当該特別休暇の時間を減じた時間を超

えない範囲内で）行うものとする。

附 則



この条例は、平成２９年４月１日から施行する。



さいたま市条例第１１号 

   さいたま市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例

 さいたま市職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２７年さいたま市条例第４号

）の一部を次のように改正する。

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

  該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号。以下「法」という。）第２６条の

６第１項から第３項まで、第６項から第８項まで

及び第１１項において準用する法第２６条の５第

６項の規定に基づき、職員（さいたま市教育職員

の配偶者同行休業に関する条例（平成２７年さい

たま市条例第１６号）第１条に規定するさいたま

市立の学校に勤務する市費負担に係る教育職員を

除く。）の配偶者同行休業に関し必要な事項を定

めるものとする。

 （配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特

 別の事情）

第６条の２ 法第２６条の６第３項の条例で定める

特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の

期間が満了する日における当該配偶者同行休業に

係る配偶者の第４条第１号の外国での勤務が同日

後も引き続くこととなり、及びその引き続くこと

が当該延長の請求時には確定していなかったこと

その他任命権者がこれに準じると認める事情とす

る。

 （趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号。以下「法」という。）第２６条の

６第１項、第２項、第６項から第８項まで及び第

１１項において準用する法第２６条の５第６項の

規定に基づき、職員（さいたま市教育職員の配偶

者同行休業に関する条例（平成２７年さいたま市

条例第１６号）第１条に規定するさいたま市立の

学校に勤務する市費負担に係る教育職員を除く。

）の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるも

のとする。

附 則

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。



さいたま市条例第１２号 

さいたま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

さいたま市職員の給与に関する条例（平成１３年さいたま市条例第４２号）の一部

を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （給料表）

第３条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、

各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定

めるところによる。

・  ［略］

 消防職給料表（別表第３）

２ ［略］

３ 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に

基づき、これを給料表に定める職務の級に分類す

るものとし、その分類の基準となる職務は、別表

第４のとおりとする。ただし、特定の行政課題に

対応するために特に設けられた職の職務、標準的

に設置されていない職の職務その他の同表に規定

し難い職の職務については、人事委員会規則で定

めるところにより、これを分類するものとする。

 （給料表）

第３条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、

各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定

めるところによる。

・  ［略］

２ ［略］

３ 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に

基づき、これを給料表に定める職務の級に分類す

るものとし、その分類の基準となる職務は、別表

第３のとおりとする。ただし、特定の行政課題に

対応するために特に設けられた職の職務、標準的

に設置されていない職の職務その他の同表に規定

し難い職の職務については、人事委員会規則で定

めるところにより、これを分類するものとする。

附 則

１～３１ ［略］

 （５５歳を超える職員の給料月額等の特例）

３２ 平成３０年３月３１日までの間、職員（行政

職給料表、医療職給料表 又は医療職給料表 の

適用を受ける職員（再任用職員を除く。）のうち、

その職務の級が５級以上である者であってその号

給がその職務の級における最低の号給でないもの

又は消防職給料表の適用を受ける職員（再任用職

員を除く。）のうち、その職務の級が６級以上で

ある者であってその号給がその職務の級における

最低の号給でないものに限る。以下この項及び次

項において「特定職員」という。）に対する次に

掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が

５５歳に達した日後における最初の４月１日（特

定職員以外の者が５５歳に達した日後における最

附 則

１～３１ ［略］

 （５５歳を超える職員の給料月額等の特例）

３２ 平成３０年３月３１日までの間、職員（行政

職給料表、医療職給料表 又は医療職給料表 の

適用を受ける職員（再任用職員を除く。）のうち、

その職務の級が５級以上である者であってその号

給がその職務の級における最低の号給でないもの

に限る。以下この項及び次項において「特定職員

」という。）に対する次に掲げる給与の支給に当

たっては、当該特定職員が５５歳に達した日後に

おける最初の４月１日（特定職員以外の者が５５

歳に達した日後における最初の４月１日後に特定

職員となった場合にあっては、特定職員となった

日）以後、次の各号に掲げる給与の額から、それ

ぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。



初の４月１日後に特定職員となった場合にあって

は、特定職員となった日）以後、次の各号に掲げ

る給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に

相当する額を減ずる。

～  ［略］

３３～３５ ［略］

～  ［略］

３３～３５ ［略］

別表第４（第３条関係）

 ア 行政職給料表に係る等級別基準職務表

職務の級 基準となる職務

［略］

５級  ・  ［略］

 ［略］

 ［略］

６級  ・  ［略］

 ［略］

［略］

イ～エ ［略］

 オ 消防職給料表に係る等級別基準職務表

職務の級 基準となる職務

１級 消防士又は消防副士長の職務

２級 消防士長の職務

３級  消防司令補の職務

 専門的知識又は経験を必要

とする業務を行う消防士長の

職務

４級 消防司令の職務

５級  課長補佐又は室長補佐の職

務

 所長補佐の職務

 主幹又は参与の職務

６級  副署長の職務

 課長又は課内室の室長の職

務

 出張所長の職務

 副参事の職務

７級  署長の職務

 次長の職務

 困難な業務を所掌する副署

長の職務

 参事の職務

８級  部長の職務

 困難な業務を所掌する署長

の職務

 副理事の職務

９級  消防局長の職務

 理事の職務

別表第３（第３条関係）

 ア 行政職給料表に係る等級別基準職務表

職務の級 基準となる職務

［略］

５級  ・  ［略］

 副署長の職務

 ［略］

 ［略］

６級  ・  ［略］

 署長の職務

 ［略］

［略］

イ～エ ［略］



 別表第２の次に次の１表を加える。



１　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級 ９　級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 156,400 236,600 270,300 299,400 333,300 353,900 394,600 446,800 504,700

2 157,600 238,400 272,400 301,300 335,200 356,400 397,200 449,700 507,600

3 158,700 240,100 274,500 303,200 337,000 358,800 399,800 452,500 510,500

4 159,800 241,800 276,600 305,100 338,900 361,300 402,400 455,400 513,400

5 160,900 243,500 278,600 307,000 340,700 363,700 404,900 458,200 516,200

6 162,200 245,300 280,600 308,900 342,600 366,100 407,400 461,100 518,900

7 163,500 247,000 282,600 310,800 344,400 368,500 409,900 463,900 521,600

8 164,800 248,800 284,600 312,700 346,300 370,900 412,400 466,800 524,300

9 166,100 250,500 286,500 314,500 348,100 373,300 414,800 469,600 527,000

10 167,900 252,300 288,500 316,400 349,900 375,700 417,300 472,400 529,500

11 169,600 254,000 290,400 318,200 351,600 378,100 419,800 475,200 531,900

12 171,400 255,800 292,400 320,100 353,400 380,500 422,300 478,000 534,300

13 173,100 257,500 294,300 321,900 355,100 382,900 424,700 480,700 536,700

14 174,900 259,200 296,300 323,800 356,800 385,300 427,100 483,200 538,700

15 176,600 260,900 298,200 325,600 358,500 387,700 429,500 485,700 540,700

16 178,400 262,600 300,200 327,500 360,200 390,100 431,900 488,200 542,700

17 180,100 264,300 302,100 329,300 361,900 392,500 434,200 490,700 544,600

18 181,900 266,000 304,100 331,200 363,600 394,800 436,500 492,900 546,300

19 183,600 267,700 306,000 333,000 365,300 397,000 438,800 495,100 548,000

20 185,400 269,400 308,000 334,900 367,000 399,200 441,100 497,300 549,700

21 187,100 271,100 309,900 336,700 368,600 401,400 443,400 499,500 551,300

22 188,900 272,800 311,900 338,600 370,300 403,600 445,100 501,100 552,700

23 190,700 274,500 313,800 340,400 372,000 405,700 446,800 502,600 554,100

24 192,500 276,200 315,700 342,300 373,700 407,900 448,500 504,200 555,500

25 194,300 277,900 317,600 344,100 375,300 410,000 450,200 505,700 556,800

26 196,100 279,600 319,600 345,900 377,000 411,900 451,800 507,000

27 197,900 281,300 321,500 347,600 378,700 413,700 453,300 508,200

28 199,700 283,000 323,400 349,400 380,400 415,600 454,900 509,400

29 201,400 284,700 325,300 351,100 382,000 417,400 456,400 510,600

30 203,200 286,400 327,200 352,700 383,600 418,900 457,900 511,500

31 205,000 288,100 329,000 354,300 385,200 420,400 459,300 512,400

32 206,800 289,800 330,900 355,900 386,800 421,900 460,800 513,300

33 208,500 291,400 332,700 357,400 388,400 423,400 462,200 514,100

34 210,300 293,100 334,600 358,900 389,900 424,700 463,600 514,900

35 212,100 294,700 336,400 360,400 391,300 425,900 464,900 515,600

36 213,900 296,400 338,200 361,900 392,800 427,200 466,200 516,400

37 215,600 298,000 340,000 363,400 394,200 428,400 467,500 517,100

38 217,400 299,700 341,800 364,800 395,400 429,700 468,700

39 219,100 301,300 343,600 366,100 396,600 430,900 469,900

40 220,900 302,900 345,400 367,500 397,800 432,200 471,100

41 222,600 304,500 347,100 368,800 398,900 433,400 472,200

42 224,400 306,000 348,700 370,000 399,700 434,200 473,200

43 226,100 307,500 350,300 371,200 400,500 435,000 474,200

44 227,900 309,000 351,900 372,400 401,300 435,800 475,200

別表第３（第３条関係）

消　　防　　職　　給　　料　　表

 職員の
 区分

　 職務の
　 　　級
号給

 再任用
 職員以
 外の職
 員



45 229,600 310,500 353,400 373,600 402,000 436,600 476,100

46 231,400 311,900 354,900 374,700 402,700 437,400 476,800

47 233,100 313,200 356,400 375,700 403,300 438,100 477,400

48 234,900 314,600 357,900 376,800 403,900 438,900 478,100

49 236,600 315,900 359,400 377,800 404,500 439,600 478,700

50 238,400 317,300 360,800 378,700 405,200 440,200 479,400

51 240,100 318,600 362,100 379,500 405,800 440,800 480,000

52 241,800 320,000 363,500 380,400 406,400 441,400 480,700

53 243,500 321,300 364,800 381,200 407,000 442,000 481,300

54 245,300 322,700 366,000 382,000 407,600 442,600 482,000

55 247,000 324,000 367,200 382,800 408,200 443,100 482,600

56 248,700 325,300 368,400 383,600 408,800 443,700 483,200

57 250,400 326,600 369,600 384,400 409,400 444,200 483,800

58 252,100 327,900 370,700 385,200 409,800 444,700

59 253,800 329,200 371,700 385,900 410,100 445,200

60 255,500 330,500 372,800 386,700 410,500 445,700

61 257,200 331,700 373,800 387,400 410,800 446,200

62 258,900 332,600 374,700 388,100 411,200 446,700

63 260,600 333,500 375,500 388,800 411,500 447,200

64 262,300 334,400 376,400 389,500 411,900 447,700

65 263,900 335,300 377,200 390,200 412,200 448,100

66 265,600 336,100 378,000 390,900 412,600 448,600

67 267,200 336,900 378,800 391,500 412,900 449,000

68 268,800 337,700 379,600 392,200 413,300 449,400

69 270,400 338,500 380,300 392,800 413,600 449,800

70 272,100 339,300 381,100 393,400 414,000 450,200

71 273,700 340,000 381,900 393,900 414,300 450,600

72 275,300 340,800 382,700 394,500 414,600 451,000

73 276,900 341,500 383,400 395,000 414,900 451,400

74 278,300 342,300 384,100 395,500 415,200 451,800

75 279,600 343,000 384,800 396,000 415,500 452,100

76 281,000 343,700 385,500 396,500 415,800 452,500

77 282,300 344,400 386,200 397,000 416,100 452,800

78 283,300 345,200 386,900 397,500

79 284,300 345,900 387,500 398,000

80 285,300 346,600 388,100 398,500

81 286,200 347,300 388,700 398,900

82 287,000 347,900 389,300 399,400

83 287,800 348,400 389,900 399,800

84 288,600 348,900 390,500 400,200

85 289,400 349,400 391,000 400,600

86 290,100 349,900 391,500 401,000

87 290,700 350,400 392,000 401,400

88 291,300 350,900 392,500 401,800

89 291,900 351,400 393,000 402,200

90 351,900 393,500 402,600

91 352,400 394,000 402,900

92 352,900 394,500 403,200



93 353,400 394,900 403,500

94 353,900 395,400 403,800

95 354,400 395,800 404,100

96 354,900 396,200 404,400

97 355,300 396,600 404,700

98 355,800 397,000 405,000

99 356,200 397,400 405,300

100 356,700 397,800 405,600

101 357,100 398,200 405,900

 再任用
 職員

214,500 242,600 265,500 268,700 288,600 304,700 325,600 359,500 408,000

備考　この表は、消防吏員に適用する。



   附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。

（職務の級の切替え）

２ 平成２９年４月１日（以下「切替日」という。）の前日において行政職給料表の

適用を受けていた職員のうち、切替日において消防職給料表の適用を受けることと

なる職員の切替日における職務の級（以下「新級」という。）は、切替日の前日に

おいてその者が属していた職務の級（以下「旧級」という。）に対応する附則別表

の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、旧級が３級の職員のうち、

切替日の前日におけるその者の階級が消防司令である者の新級は、４級とする。

（号給の切替え）

３ 前項の規定の適用を受ける職員の切替日における号給（以下「新号給」という。

）は、新級及び切替日の前日において職員が受けていた号給（以下「旧号給」とい

う。）に応じて附則別表に定める号給とする。

（切替日前の異動者の号給の調整）

４ 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替

日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認めら

れる限度において、市人事委員会の定めるところにより必要な調整を行うことがで

きる。

（経過措置）

５ 消防職給料表が適用される職員（職務の級が１級である者（再任用職員（この条

例による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例（以下「改正後の条例」とい

う。）第４条第１３項に規定する再任用職員をいう。）を除く。）に限る。）の給

料月額は、改正後の条例第３条第１項第３号の規定にかかわらず、切替日から平成

３０年３月３１日までの間は１００分の９７を、平成３０年４月１日から平成３１

年３月３１日までの間は１００分の９８．５を改正後の条例別表第３に掲げる給料

月額に乗じて得た額とする。この場合において、１円未満の端数を生じたときには、

これを切り捨てるものとする。

６ 前項の規定が適用される職員が改正後の条例第４条第３項に規定する育児短時間



勤務職員等である場合におけるその者の給料月額に関する同項、同条第４項及び第

７項の規定の適用については、これらの規定中「その者の受ける号給に応じた額」

とあるのは、「さいたま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成２

９年さいたま市条例第１２号）附則第５項の規定による給料月額」とする。

（市人事委員会への委任）

７ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、市人事委員会が定める。

附則別表（附則第２項、附則第３項関係）

職務の級及び号給の切替表

旧級

新級

旧号給

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 

１ １ １ １ １ １ １ １ １ １ 

２ ２ ２ ２ １ １ ２ ２ ２ ２ 

３ ３ ３ ３ １ １ ３ ３ ３ ３ 

４ ４ ４ ４ １ １ ４ ４ ４ ４ 

５ ５ ５ ５ １ １ ５ ５ ５ ５ 

６ ６ ６ ６ １ １ ６ ６ ６ ６ 

７ ７ ７ ７ １ １ ７ ７ ７ ７ 

８ ８ ８ ８ １ １ ８ ８ ８ ８ 

９ ９ ９ ９ １ １ ９ ９ ９ ９ 

１０ １０ １０ １０ １ １ １０ １０ １０ １０ 

１１ １１ １１ １１ １ １ １１ １１ １１ １１ 

１２ １２ １２ １２ １ １ １２ １２ １２ １２ 

１３ １３ １３ １３ １ １ １３ １３ １３ １３ 

１４ １４ １４ １４ ２ ２ １４ １４ １４ １４ 

１５ １５ １５ １５ ３ ３ １５ １５ １５ １５ 

１６ １６ １６ １６ ４ ４ １６ １６ １６ １６ 

１７ １７ １７ １７ ５ ５ １７ １７ １７ １７ 

１８ １８ １８ １８ ６ ６ １８ １８ １８ １８ 

１９ １９ １９ １９ ７ ７ １９ １９ １９ １９ 

２０ ２０ ２０ ２０ ８ ８ ２０ ２０ ２０ ２０ 

２１ ２１ ２１ ２１ ９ ９ ２１ ２１ ２１ ２１ 

２２ ２２ ２２ ２２ １０ １０ ２２ ２２ ２２ ２２ 

２３ ２３ ２３ ２３ １１ １１ ２３ ２３ ２３ ２３ 

２４ ２４ ２４ ２４ １２ １２ ２４ ２４ ２４ ２４ 

２５ ２５ ２５ ２５ １３ １３ ２５ ２５ ２５ ２５ 

２６ ２６ ２６ ２６ １４ １４ ２６ ２６ ２６   

２７ ２７ ２７ ２７ １５ １５ ２７ ２７ ２７   

２８ ２８ ２８ ２８ １６ １６ ２８ ２８ ２８   

２９ ２９ ２９ ２９ １７ １７ ２９ ２９ ２９   



３０ ３０ ３０ ３０ １８ １８ ３０ ３０ ３０   

３１ ３１ ３１ ３１ １９ １９ ３１ ３１ ３１   

３２ ３２ ３２ ３２ ２０ ２０ ３２ ３２ ３２   

３３ ３３ ３３ ３３ ２１ ２１ ３３ ３３ ３３   

３４ ３４ ３４ ３４ ２２ ２２ ３４ ３４ ３４   

３５ ３５ ３５ ３５ ２３ ２３ ３５ ３５ ３５   

３６ ３６ ３６ ３６ ２４ ２４ ３６ ３６ ３６   

３７ ３７ ３７ ３７ ２５ ２５ ３７ ３７ ３７   

３８ ３８ ３８ ３８ ２６ ２６ ３８ ３８     

３９ ３９ ３９ ３９ ２７ ２７ ３９ ３９     

４０ ４０ ４０ ４０ ２８ ２８ ４０ ４０     

４１ ４１ ４１ ４１ ２９ ２９ ４１ ４１     

４２ ４２ ４２ ４２ ３０ ３０ ４２ ４２     

４３ ４３ ４３ ４３ ３１ ３１ ４３ ４３     

４４ ４４ ４４ ４４ ３２ ３２ ４４ ４４     

４５ ４５ ４５ ４５ ３３ ３３ ４５ ４５     

４６ ４６ ４６ ４６ ３４ ３４ ４６ ４６     

４７ ４７ ４７ ４７ ３５ ３５ ４７ ４７     

４８ ４８ ４８ ４８ ３６ ３６ ４８ ４８     

４９ ４９ ４９ ４９ ３７ ３７ ４９ ４９     

５０ ５０ ５０ ５０ ３８ ３８ ５０ ５０     

５１ ５１ ５１ ５１ ３９ ３９ ５１ ５１     

５２ ５２ ５２ ５２ ４０ ４０ ５２ ５２     

５３ ５３ ５３ ５３ ４１ ４１ ５３ ５３     

５４ ５４ ５４ ５４ ４２ ４２ ５４ ５４     

５５ ５５ ５５ ５５ ４３ ４３ ５５ ５５     

５６ ５６ ５６ ５６ ４４ ４４ ５６ ５６     

５７ ５７ ５７ ５７ ４５ ４５ ５７ ５７     

５８ ５８ ５８ ５８ ４６ ４６ ５８       

５９ ５９ ５９ ５９ ４７ ４７ ５９       

６０ ６０ ６０ ６０ ４８ ４８ ６０       

６１ ６１ ６１ ６１ ４９ ４９ ６１       

６２ ６２ ６２ ６２ ５０ ５０ ６２       

６３ ６３ ６３ ６３ ５１ ５１ ６３       

６４ ６４ ６４ ６４ ５２ ５２ ６４       

６５ ６５ ６５ ６５ ５３ ５３ ６５       

６６ ６６ ６６ ６６ ５４ ５４ ６６       

６７ ６７ ６７ ６７ ５５ ５５ ６７       

６８ ６８ ６８ ６８ ５６ ５６ ６８       

６９ ６９ ６９ ６９ ５７ ５７ ６９       

７０ ７０ ７０ ７０ ５８ ５８ ７０       

７１ ７１ ７１ ７１ ５９ ５９ ７１       

７２ ７２ ７２ ７２ ６０ ６０ ７２       

７３ ７３ ７３ ７３ ６１ ６１ ７３       

７４ ７４ ７４ ７４ ６２ ６２ ７４       

７５ ７５ ７５ ７５ ６３ ６３ ７５       

７６ ７６ ７６ ７６ ６４ ６４ ７６       

７７ ７７ ７７ ７７ ６５ ６５ ７７       

７８ ７８ ７８ ７８ ６６ ６６         



７９ ７９ ７９ ７９ ６７ ６７         

８０ ８０ ８０ ８０ ６８ ６８         

８１ ８１ ８１ ８１ ６９ ６９         

８２ ８２ ８２ ８２ ７０ ７０         

８３ ８３ ８３ ８３ ７１ ７１         

８４ ８４ ８４ ８４ ７２ ７２         

８５ ８５ ８５ ８５ ７３ ７３         

８６ ８６ ８６ ８６ ７４ ７４         

８７ ８７ ８７ ８７ ７５ ７５         

８８ ８８ ８８ ８８ ７６ ７６         

８９ ８９ ８９ ８９ ７７ ７７         

９０   ９０ ９０ ７８           

９１   ９１ ９１ ７９           

９２   ９２ ９２ ８０           

９３   ９３ ９３ ８１           

９４   ９４ ９４ ８２           

９５   ９５ ９５ ８３           

９６   ９６ ９６ ８４           

９７   ９７ ９７ ８５           

９８   ９８ ９８ ８６           

９９   ９９ ９９ ８７           

１００   １００ １００ ８８           

１０１   １０１ １０１ ８９           



（案）

1 

さいたま市条例第１３号 

さいたま市市税条例等の一部を改正する条例

 （さいたま市市税条例の一部改正）

第１条 さいたま市市税条例（平成１３年さいたま市条例第６７号）の一部を次のよ

うに改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （市民税の申告）  （市民税の申告）

第２８条 第１４条第１項第１号の者は、３月１５

日までに、規則で定める申告書を市長に提出しな

ければならない。ただし、法第３１７条の６第１

項又は第４項の規定により給与支払報告書又は公

的年金等支払報告書を提出する義務がある者から

１月１日現在において給与又は公的年金等の支払

を受けている者で前年中において給与所得以外の

所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有し

なかったもの（公的年金等に係る所得以外の所得

を有しなかった者で社会保険料控除額（令第４８

条の９の７に規定するものを除く。）、小規模企

業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保

険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額

若しくは法第３１４条の２第５項に規定する扶養

控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若し

くは医療費控除額の控除、法第３１３条第８項に

規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定

する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは

第２４条の２第１項（同項第４号に掲げる寄附金

（特定非営利活動促進法第２条第３項に規定する

認定特定非営利活動法人及び同条第４項に規定す

る特例認定特定非営利活動法人に対するものを除

く。第５項において同じ。）に係る部分を除く。

）及び第２項の規定によって控除すべき金額（以

下この条において「寄附金税額控除額」という。

）の控除を受けようとするものを除く。以下この

条において「給与所得等以外の所得を有しなかっ

た者」という。）及び第１５条第２項に規定する

者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の（２

）に掲げる者を除く。）については、この限りで

第２８条 第１４条第１項第１号の者は、３月１５

日までに、規則で定める申告書を市長に提出しな

ければならない。ただし、法第３１７条の６第１

項又は第４項の規定により給与支払報告書又は公

的年金等支払報告書を提出する義務がある者から

１月１日現在において給与又は公的年金等の支払

を受けている者で前年中において給与所得以外の

所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有し

なかったもの（公的年金等に係る所得以外の所得

を有しなかった者で社会保険料控除額（令第４８

条の９の７に規定するものを除く。）、小規模企

業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保

険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額

若しくは法第３１４条の２第５項に規定する扶養

控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若し

くは医療費控除額の控除、法第３１３条第８項に

規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定

する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは

第２４条の２第１項（同項第４号に掲げる寄附金

（特定非営利活動促進法第２条第３項に規定する

認定特定非営利活動法人及び同条第４項に規定す

る仮認定特定非営利活動法人に対するものを除く。

第５項において同じ。）に係る部分を除く。）及

び第２項の規定によって控除すべき金額（以下こ

の条において「寄附金税額控除額」という。）の

控除を受けようとするものを除く。以下この条に

おいて「給与所得等以外の所得を有しなかった者

」という。）及び第１５条第２項に規定する者（

施行規則第２条の２第１項の表の上欄の（２）に

掲げる者を除く。）については、この限りでない。



2 

ない。

２～９ ［略］ ２～９ ［略］

   附 則    附 則

第１５条の３の２ 平成２２年度から平成４３年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の

納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置

法第４１条又は第４１条の２の２の規定の適用を

受けた場合（同法第４１条第１項に規定する居住

年が平成１１年から平成１８年まで又は平成２１

年から平成３３年までの各年である場合に限る。

）において、前条第１項の規定の適用を受けない

ときは、法附則第５条の４の２第６項（同条第９

項の規定により読み替えて適用される場合を含む。

）に規定するところにより控除すべき額を、当該

納税義務者の第２１条及び第２４条の規定を適用

した場合の所得割の額から控除する。

第１５条の３の２ 平成２２年度から平成４１年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の

納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置

法第４１条又は第４１条の２の２の規定の適用を

受けた場合（同法第４１条第１項に規定する居住

年が平成１１年から平成１８年まで又は平成２１

年から平成３１年までの各年である場合に限る。

）において、前条第１項の規定の適用を受けない

ときは、法附則第５条の４の２第６項（同条第９

項の規定により読み替えて適用される場合を含む。

）に規定するところにより控除すべき額を、当該

納税義務者の第２１条及び第２４条の規定を適用

した場合の所得割の額から控除する。

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

 （さいたま市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 さいたま市市税条例等の一部を改正する条例（平成２８年さいたま市条例第

２９号）の一部を次のように改正する。

  第１条中附則第３２条の改正を次のように改める。

（軽自動車税の税率の特例） （軽自動車税の税率の特例）

第３２条 ［略］ 第３２条 ［略］

２ 法附則第３０条第３項各号に掲げる３輪以上の

軽自動車に対する第９１条の規定の適用について

は、当該軽自動車が平成２８年４月１日から平成

２９年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には、平成２９年度分の軽自動車税に

限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。

２ 法附則第３０条第３項各号に掲げる３輪以上の

軽自動車に対する第９１条の規定の適用について

は、当該軽自動車が平成２７年４月１日から平成

２８年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合において、平成２８年度分の軽自動車

税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。

 ［略］  ［略］ 

３ 法附則第３０条第４項各号に掲げる３輪以上の

軽自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用い

るものに限る。次項において同じ。）に対する第

９１条の規定の適用については、当該軽自動車が

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には、平

成２９年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

３ 法附則第３０条第４項各号に掲げる３輪以上の

軽自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用い

るものに限る。次項において同じ。）に対する第

９１条の規定の適用については、当該軽自動車が

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合において、

平成２８年度分の軽自動車税に限り、次の表の左

欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

 ［略］  ［略］ 

４ 法附則第３０条第５項各号に掲げる３輪以上の

軽自動車（前項の規定の適用を受けるものを除く。

）に対する第９１条の規定の適用については、当

４ 法附則第３０条第５項各号に掲げる３輪以上の

軽自動車（前項の規定の適用を受けるものを除く。

）に対する第９１条の規定の適用については、当
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該軽自動車が平成２８年４月１日から平成２９年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には、平成２９年度分の軽自動車税に限り、

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

該軽自動車が平成２７年４月１日から平成２８年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合において、平成２８年度分の軽自動車税に限

り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。

 ［略］  ［略］ 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

  附 則   附 則

 （施行期日）  （施行期日）

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、

 当該各号に定める日から施行する。

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、

 当該各号に定める日から施行する。

 ・  ［略］  ・  ［略］

 第１条中附則第３２条第２項から第４項まで

 の改正 平成２９年４月１日

 第１条中第９条、第１１条、第２２条、第２

３条第１項及び第８８条の改正、同条の次に１

条を加える改正、第９０条の改正、同条の次に

６条を加える改正並びに第９１条から第９８条

までの改正並びに附則第３１条の次に５条を加

える改正及び附則第３２条の改正並びに第２条

及び第３条の規定並びに次条第３項及び附則第

４条の規定 平成２９年４月１日

 ［略］  ［略］

 第１条中第９条、第１１条、第２２条、第２

３条第１項及び第８８条の改正、同条の次に１

条を加える改正、第９０条の改正、同条の次に

６条を加える改正並びに第９１条から第９８条

までの改正並びに附則第３１条の次に５条を加

える改正並びに第２条及び第３条の規定並びに

次条第３項及び附則第４条の規定 平成３１年

１０月１日

 （市民税に関する経過措置）  （市民税に関する経過措置）

第２条 ［略］ 第２条 ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

３ 改正後の条例第２２条及び第２３条第１項の規

定は、平成３１年１０月１日以後に開始する事業

年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連

結事業年度分の法人の市民税について適用し、同

３ 改正後の条例第２２条及び第２３条第１項の規

定は、平成２９年４月１日以後に開始する事業年

度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結

事業年度分の法人の市民税について適用し、同日
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日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同

日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税に

ついては、なお従前の例による。

前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日

前に開始した連結事業年度分の法人の市民税につ

いては、なお従前の例による。

４ ［略］ ４ ［略］

 （軽自動車税に関する経過措置）  （軽自動車税に関する経過措置）

第４条 改正後の条例の規定中軽自動車税の環境性

能割に関する部分は、平成３１年１０月１日以後

に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する

軽自動車税の環境性能割について適用する。

第４条 改正後の条例の規定中軽自動車税の環境性

能割に関する部分は、平成２９年４月１日以後に

取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽

自動車税の環境性能割について適用する。

２ 改正後の条例の規定中軽自動車税の種別割に関

する部分は、平成３２年度以後の年度分の軽自動

車税の種別割について適用し、平成３１年度分ま

での軽自動車税については、なお従前の例による。

２ 改正後の条例の規定中軽自動車税の種別割に関

する部分は、平成２９年度以後の年度分の軽自動

車税の種別割について適用し、平成２８年度分ま

での軽自動車税については、なお従前の例による。

附 則

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条中第２８条第１項の改正は、

平成２９年４月１日から施行する。



さいたま市条例第１４号 

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

さいたま市建築等関係事務手数料条例（平成１３年さいたま市条例第７３号）の一

部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

事務の種類 手数料の額

１～６７ ［略］

６８ 都市の低炭素化の促

進に関する法律（平成２

４年法律第８４号。以下

「都市低炭素化促進法」

という。）第５３条第１

項の規定による低炭素建

築物新築等計画の認定の

申請（以下「低炭素建築

物新築等計画の認定申請

」という。）に対する審

査（次項から第７０項ま

でに規定する審査を除く。

）

～  ［略］

 ［略］

６８の２ 低炭素建築物新

築等計画の認定申請に対

する審査（建築物エネル

ギー消費性能基準等を定

める省令（平成２８年経

済産業省令・国土交通省

令第１号。第７３項から

第７５項まで、第７７項、

第７９項及び第８０項に 

おいて「省令」という。 

）第８条第１号イ 及び

ロ に定める基準に適合

する非住宅用途を含む建 

築物の非住宅部分の審査 

次の各号に掲

げる区分に応じ、

当該各号に定め

る金額

事務の種類 手数料の額

１～６７ ［略］

６８ 都市の低炭素化の促

進に関する法律（平成２

４年法律第８４号。以下

「都市低炭素化促進法」

という。）第５３条第１

項の規定による低炭素建

築物新築等計画の認定の

申請（以下「低炭素建築

物新築等計画の認定申請

」という。）に対する審

査（次項及び第７０項に

規定する審査を除く。） 

  ～ ［略］

 ［略］



に限る。）

 床面積の合計が３０

０平方メートル以下の

もの

 床面積の合計が３０

０平方メートルを超え

２，０００平方メート

ル以下のもの

 床面積の合計が２，

０００平方メートルを

超え５，０００平方メ

ートル以下のもの

 床面積の合計が５，

０００平方メートルを

超え１０，０００平方

メートル以下のもの

 床面積の合計が１０

 ，０００平方メートル

を超え２５，０００平

方メートル以下のもの

 床面積の合計が２５

，０００平方メートル

を超えるもの

９１，０００円

１５８，０００円

２５９，０００円

３４３，０００円

４１４，０００円

４８６，０００円

６９ ［略］

７０ 低炭素建築物新築等

計画の認定申請に対する

審査（都市低炭素化促進

法第５４条第２項の規定

による建築基準関係規定

の適合認定の審査の申出

を伴うものに限る。）

 次号に掲げるもの以

外のもの 

次のア及びイ

に定める額を合

計して得た額

アア 第６８項各

号、第６８項

の２各号又は

前項各号に掲

げる区分に応

じ、当該各号

に定める額

イ ［略］

 ［略］  ［略］

７１ 都市低炭素化促進法

第５５条第１項の規定に

よる低炭素建築物新築等

計画の変更の認定の申請

（以下「低炭素建築物新

 築等計画変更の認定申請

第６８項各号、

第６８項の２各

号又は第６９項

各号に掲げる区

分に応じ、当該

各号に定める額

６９ ［略］

７０ 低炭素建築物新築等

計画の認定申請に対する

審査（都市低炭素化促進

法第５４条第２項の規定

による建築基準関係規定

の適合認定の審査の申出

を伴うものに限る。）

 次号に掲げるもの以

外のもの

次のア及びイ

に定める額を合

計して得た額

アア 第６８項各

号又は前項各

号に掲げる区

分に応じ、当

該各号に定め

る額

イ ［略］

 ［略］ ［略］

７１ 都市低炭素化促進法

第５５条第１項の規定に

よる低炭素建築物新築等

計画の変更の認定の申請

（以下「低炭素建築物新

 築等計画変更の認定申請

第６８項各号

又は第６９項各

号に掲げる区分

に応じ、当該各

号に定める額の

２分の１に相当



 」という。）に対する審

査（次項に規定するもの

を除く。）

の２分の１に相

当する額

７２ ［略］

７３ 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する

法律（平成２７年法律第

５３号。以下「建築物省

エネ法」という。）第１

２条第１項又は第１３条

第２項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能

適合性判定の申請に対す

る審査

 省令第１条第１号イ 

に定める基準に適合す 

る同号に規定する建築 

物 

ア 床面積（市長が別

に定める部分の床面

積を除く。以下この

項、次項及び第８０

項において同じ。）

の合計が３００平方

メートル未満のもの

イ 床面積の合計が３

００平方メートル以

上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

ウ 床面積の合計が２

，０００平方メート

ル以上５，０００平

方メートル未満のも

の 

エ 床面積の合計が５

，０００平方メート

ル以上１０，０００

平方メートル未満の

もの 

オ 床面積の合計が１

０，０００平方メー

トル以上２５，００

０平方メートル未満

のもの

カ 床面積の合計が２

５，０００平方メー

トル以上のもの

 省令第１条第１号ロ

に定める基準に適合す

る同号に規定する建築

次の各号に掲

げる区分に応じ、

当該各号に定め

る金額

２６７，０００円

４３２，０００円

６１６，０００円

７５９，０００円

８９８，０００円

１，０２４，００

０円

 」という。）に対する審

査（次項に規定するもの

を除く。）

する額

７２ ［略］



物

ア 床面積の合計が３

００平方メートル未

満のもの

イ 床面積の合計が３

００平方メートル以

上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

ウ 床面積の合計が２

，０００平方メート

ル以上５，０００平

方メートル未満のも

の 

エ 床面積の合計が５

，０００平方メート

ル以上１０，０００

平方メートル未満の

もの 

オ 床面積の合計が１

０，０００平方メー

トル以上２５，００

０平方メートル未満

のもの

カ 床面積の合計が２

５，０００平方メー

トル以上のもの

１０２，０００円

１７１，０００円

２７７，０００円

３６２，０００円

４３５，０００円

５１０，０００円

７４ 建築物省エネ法第１

２条第２項又は第１３条

第３項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能

適合性判定の申請に対す

る審査

 省令第１条第１号イ

に定める基準に適合す

る同号に規定する建築

物

ア 床面積の合計が３

００平方メートル未

満のもの

イ 床面積の合計が３

００平方メートル以

上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

ウ 床面積の合計が２

，０００平方メート

ル以上５，０００平

方メートル未満のも

の

エ 床面積の合計が５

，０００平方メート

次の各号に掲

げる区分に応じ、

当該各号に定め

る金額

１３３，５００円

２１６，０００円

３０８，０００円

３７９，５００円



ル以上１０，０００

平方メートル未満の

もの 

オ 床面積の合計が１

０，０００平方メー

トル以上２５，００

０平方メートル未満

のもの

カ 床面積の合計が２

５，０００平方メー

トル以上のもの

 省令第１条第１号ロ

に定める基準に適合す

る同号に規定する建築

物

ア 床面積の合計が３

００平方メートル未

満のもの

イ 床面積の合計が３

００平方メートル以

上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

ウ 床面積の合計が２

，０００平方メート

ル以上５，０００平

方メートル未満のも

の 

エ 床面積の合計が５

，０００平方メート

ル以上１０，０００

平方メートル未満の

もの 

オ 床面積の合計が１

０，０００平方メー

トル以上２５，００

０平方メートル未満

のもの

カ 床面積の合計が２

５，０００平方メー

トル以上のもの

４４９，０００円

５１２，０００円

５１，０００円

８５，５００円

１３８，５００円

１８１，０００円

２１７，５００円

２５５，０００円

７５ 建築物省エネ法第２

９条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費

性能向上計画の認定の申

請に対する審査（次項に

規定する審査を除く。）

 ［略］ ７３ 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する

法律（平成２７年法律第

５３号。以下「建築物省

エネ法」という。）第２

９条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費

性能向上計画の認定の申

請に対する審査（次項に

規定する審査を除く。） 

 ［略］



  ［略］

 前号以外の場合で、

省令第８条第２号イ及

びロに定める基準に適 

 合するもの 

ア・イ [略] 

・  ［略］

７６ 建築物省エネ法第２

９条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費

性能向上計画の認定の申

請（建築物省エネ法第３

０条第２項の規定による

申出を伴う申請に限る。

）に対する審査

 ［略］

 法第８７条の２の昇

降機に係る部分が含ま

れる場合 

  ア ［略］ 

  イ 法第６条第１項の

規定による確認を受

けた昇降機の計画を

変更して昇降機を設

置するもの

７７ ［略］

７８ 建築物省エネ法第３

１条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費

性能向上計画の変更の認

定の申請（同条第２項に

おいて準用する建築物省

エネ法第３０条第２項の

規定による申出を伴う申

前項に規定す

る合算して得た

金額に、第７６

項第１号に定め

る額を加算し、

同項第２号に掲

げる場合に該当

するときは同号

 請に限る。）に対する審

 査

に定める額を更

に加算して得た

金額

７９ ［略］

８０ 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する

法律施行規則（平成２８

年国土交通省令第５号）

次の各号に掲

げる区分に応じ、

当該各号に定め

る金額

  ［略］ 

 前号以外の場合で、 

建築物エネルギー消費 

性能基準等を定める省 

令（平成２８年経済産 

業省・国土交通省令第 

１号。以下この項、第 

７５項及び第７７項に 

おいて「省令」という。

）第８条第２号イ及び 

ロに定める基準に適合 

するもの 

ア・イ [略] 

・  ［略］ 

７４ 建築物省エネ法第２

９条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費

性能向上計画の認定の申

請（建築物省エネ法第３

０条第２項の規定による

申出を伴う申請に限る。

）に対する審査

 ［略］

 建築基準法第８７条

の２の昇降機に係る部

分が含まれる場合 

  ア ［略］ 

  イ 建築基準法第６条

第１項の規定による

確認を受けた昇降機

の計画を変更して昇

降機を設置するもの 

７５ ［略］

７６ 建築物省エネ法第３

１条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費

性能向上計画の変更の認

定の申請（同条第２項に

おいて準用する建築物省

エネ法第３０条第２項の

規定による申出を伴う申

前項に規定す

る合算して得た

金額に、第７４

項第１号に定め

る額を加算し、

同項第２号に掲

げる場合に該当

するときは同号

 請に限る。）に対する審

 査

に定める額を更

に加算して得た

金額

７７ ［略］



 第１１条の規定に基づく

軽微な変更に該当してい

ることを証する書面の交

付に対する手数料

 省令第１条第１号イ

に定める基準に適合す

る同号に規定する建築

物

ア 床面積の合計が３

００平方メートル未

満のもの

イ 床面積の合計が３

００平方メートル以

上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

ウ 床面積の合計が２

，０００平方メート

ル以上５，０００平

方メートル未満のも

の 

エ 床面積の合計が５

，０００平方メート

ル以上１０，０００

平方メートル未満の

もの 

オ 床面積の合計が１

０，０００平方メー

トル以上２５，００

０平方メートル未満

のもの

カ 床面積の合計が２

５，０００平方メー

トル以上のもの

 省令第１条第１号ロ

に定める基準に適合す

る同号に規定する建築

物

ア 床面積の合計が３

００平方メートル未

満のもの

イ 床面積の合計が３

００平方メートル以

上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

ウ 床面積の合計が２

，０００平方メート

ル以上５，０００平

方メートル未満のも

の 

エ 床面積の合計が５

１３３，５００円

２１６，０００円

３０８，０００円

３７９，５００円

４４９，０００円

５１２，０００円

５１，０００円

８５，５００円

１３８，５００円

１８１，０００円



，０００平方メート

ル以上１０，０００

平方メートル未満の

もの 

オ 床面積の合計が１

０，０００平方メー

トル以上２５，００

０平方メートル未満

のもの

カ 床面積の合計が２

 ５，０００平方メー

トル以上のもの

２１７，５００円

２５５，０００円

備考 

１～４ ［略］

５ 第６８項から第６９項までにおいて「床面積

の合計」とは、低炭素建築物新築等計画の認定

申請及び低炭素建築物新築等計画変更の認定申

請に係る部分の床面積の合計（建築基準法施行

令第２条第１項第４号の規定により算出された

延べ面積。住戸部分を含むこれらの申請につい

ては、当該住戸部分を除く床面積の合計）をい

う。

６ 第６９項において「都市低炭素化促進法第５

４条第１項各号に掲げる基準に適合しているこ

とを示す書類」とは、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める機関が作成したものと

する。

 住戸部分及び共用部分 登録住宅性能評価

機関（品確法第５条第１項に規定する機関を

いう。）又は登録建築物エネルギー消費性能

判定機関（建築物省エネ法第１５条第１項に

規定する機関をいう。以下同じ。） 

 前号に規定する部分以外の部分又は当該部

分及び前号に規定する部分を合わせた部分 

登録建築物エネルギー消費性能判定機関

備考 

１～４ ［略］ 

５ 第６８項及び第６９項において「床面積の合

計」とは、低炭素建築物新築等計画の認定申請

及び低炭素建築物新築等計画変更の認定申請に

係る部分の床面積の合計（建築基準法施行令第

２条第１項第４号の規定により算出された延べ

面積。住戸部分を含むこれらの申請については、

当該住戸部分を除く床面積の合計）をいう。 

６ 第６９項において「都市低炭素化促進法第５

４条第１項各号に掲げる基準に適合しているこ

とを示す書類」とは、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める機関が作成したものと

する。 

 住戸部分及び共用部分 登録住宅性能評価

機関（品確法第５条第１項に規定する機関を

いう。）又は登録建築物調査機関（エネルギ

ーの使用の合理化等に関する法律（昭和５４

年法律第４９号）第７６条第１項に規定する

機関をいう。以下同じ。） 

 前号に規定する部分以外の部分又は当該部

分及び前号に規定する部分を合わせた部分 

登録建築物調査機関 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のさいたま市建築等関係事務手数料条例別表第６８項の２

及び第７０項の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった事務に係る手数料

について適用する。 



さいたま市条例第１５号 

   さいたま市消防関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

 さいたま市消防関係事務手数料条例（平成１３年さいたま市条例第７４号）の一部

を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

事務の種類 手数料の額

１～７ ［略］

８ 火薬類取締法施行令（昭

和２５年政令第３２３号）

第１６条第１項第１号の規

定に基づく火薬類取締法（

昭和２５年法律第１４９号

）第３条の規定による火薬

類の製造の許可の申請に対

する審査

１件につき 

２２０，００

０円

９ 火薬類取締法第５条の規

定による火薬類の販売営業

の許可の申請に対する審査

 競技用紙雷管のみの販

売営業

１件につき 

２５，０００

円

 その他の販売営業 １件につき 

１１０，００

０円

１０ 火薬類取締法第１２条

第１項の規定による火薬庫

の設置、移転又はその構造

若しくは設備の変更の許可

の申請に対する審査

 火薬庫の設置又は移転 １件につき 

７３，０００

円

 火薬庫の構造又は設備

の変更

１件につき

８，３００円

事務の種類 手数料の額

１～７ ［略］



１１ 火薬類取締法施行令第

１６条第１項第１号の規定

に基づく火薬類取締法第１

５条第１項若しくは第２項

の規定による火薬類の製造

施設の完成検査又は同条第

１項若しくは第２項の規定

による火薬庫の完成検査

 火薬類の製造施設の完

成検査

１件につき 

４１，０００

円

 火薬庫の完成検査

ア 設置又は移転 １件につき 

４１，０００

円

イ 構造又は設備の変更 １件につき 

２３，０００

円

１２ 火薬類取締法第１７条

第１項の規定による火薬類

の譲渡し又は譲受けの許可

の申請に対する審査

 ・  ［略］

［略］

１３ 火薬類取締法第２４条

第１項の規定による火薬類

の輸入の許可の申請に対す

る審査

 申請に係る火薬及び爆

薬の数量が２５キログラ

ム以下のもの

１件につき 

１２，０００

円

 その他のもの １件につき 

２５，０００

円

１４ ［略］

１５ 火薬類取締法施行令第

１６条第１項第１号の規定

に基づく火薬類取締法第３

５条第１項の規定による特

定施設に係る保安検査又は

同項の規定による火薬庫に

係る保安検査

１件につき 

４１，０００

円

１６ ［略］

８ 火薬類取締法（昭和２５

年法律第１４９号）第１７

条第１項の規定による火薬

類の譲渡し又は譲受けの許

可の申請に対する審査

 ・  ［略］

［略］

９ ［略］

１０ ［略］

附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 



さいたま市条例第１６号 

さいたま市教職員定数条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第３１条第３項の規定に基づき、教職員の定数を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において「教職員」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）

第１条に規定する学校の校長、園長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、

助教諭、養護助教諭、講師（常勤の者及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。）、実習助

手、学校栄養職員及び事務職員（高等学校の事務職員を除く。）をいう。

（定数） 

第３条 教職員の定数は、５，８８１人とする。 

２ 前項に規定する教職員の定数には、次に掲げる者に係るものを含まないものとす

る。

 休職者

 教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第２６条第１項の規定により大学

院修学休業をしている者

 さいたま市教員の自己啓発等休業に関する条例（平成２９年さいたま市条例第

１９号）第３条の規定により自己啓発等休業をしている者

 さいたま市職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２７年さいたま市条例第

４号）第９条第１項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用さ

れる者

 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律（昭和３０年法律

第１２５号）第３条第１項（同条第３項において準用する場合を含む。）の規定

により臨時的に任用される者

 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第６条第１

項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者

３ 市教育委員会は、公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例（平成



１３年さいたま市条例第３０３号）第２条第１項の規定により団体に派遣されてい

る教職員又は外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に

関する条例（平成１３年さいたま市条例第３０４号）第２条第１項の規定により外

国の地方公共団体の機関等に派遣されている教職員がいる場合においては、当該教

職員を定数外の教職員とすることができる。 

 （定数の配分） 

第４条 教職員の定数の配分は、市教育委員会が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。

 （さいたま市職員定数条例の一部改正）

２ さいたま市職員定数条例（平成１３年さいたま市条例第２３号）の一部を次のよ

うに改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （趣旨）  （趣旨）

第１条 この条例は、市長、議会、選挙管理委員会、

人事委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会、

 消防及び水道事業管理者の各機関に勤務する一般

職の職員（臨時又は非常勤の職員及びさいたま市

教職員定数条例（平成２９年さいたま市条例第１

 ６号）第２条に規定する教職員を除く。以下同じ。

 ）の定数について定めるものとする。

第１条 この条例は、市長、議会、選挙管理委員会、

人事委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会、

 消防及び水道事業管理者の各機関に勤務する一般

職の職員（臨時又は非常勤の職員を除く。以下同

じ。）の定数について定めるものとする。

（職員の定数） （職員の定数） 

第２条 前条の職員の定数は、次に掲げるとおりと

する。 

第２条 前条の職員の定数は、次に掲げるとおりと

する。 

～  ［略］  ～  ［略］ 

 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管

に属する学校その他の教育機関の職員 １，０

 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管

に属する学校その他の教育機関の職員 １，２



３３人 ９７人 

・  ［略］   ・  ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 



さいたま市条例第１７号 

さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 

（趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第５項及

び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和４６年法

律第７７号）第６条第１項（同条第３項において準用する場合を含む。）の規定に

基づき、さいたま市立の学校に勤務する教職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必

要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この条例において「学校」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第

１条に規定する学校をいう。

２ この条例において「教職員」とは、校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄

養教諭、助教諭、養護助教諭、講師（常勤の者及び地方公務員法第２８条の５第１

項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。）、実習助手、学校栄養職員及び

事務職員（高等学校の事務職員を除く。以下同じ。）をいう。

３ この条例において「教育職員」とは、教職員から学校栄養職員及び事務職員を除

いた者をいう。

（１週間の勤務時間）

第３条 教職員の勤務時間は、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間

当たり３８時間４５分とする。

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休

業法」という。）第１０条第３項の規定により同条第１項に規定する育児短時間勤

務（以下「育児短時間勤務」という。）の承認を受けた教職員（育児休業法第１７

条の規定による短時間勤務をすることとなった教職員を含む。以下「育児短時間勤

務教職員等」という。）の１週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時

間勤務の内容（育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をすることとなった教

職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育

児短時間勤務等の内容」という。）に従い、市教育委員会（以下「委員会」という。

）が定める。



３ 地方公務員法第２８条の４第１項若しくは第２８条の５第１項又は第２８条の６

第１項若しくは第２項の規定により採用された教職員で同法第２８条の５第１項に

規定する短時間勤務の職を占めるもの（次条第１項において「再任用短時間勤務教

職員」という。）の勤務時間は、第１項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、４

週間を超えない期間につき１週間当たり１５時間３０分から３１時間までの範囲内

で、委員会が定める。

４ 育児休業法第１８条第１項の規定により採用された教職員（次条第１項において

「任期付短時間勤務教職員」という。）の勤務時間は、第１項の規定にかかわらず、

休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当たり３１時間までの範囲内

で、委員会が定める。

５ 委員会は、職務の特殊性又は勤務する学校の特殊の必要により前各項に規定する

勤務時間を超えて勤務することを必要とする教職員の勤務時間について、別に定め

ることができる。

（週休日及び勤務時間の割振り）

第４条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。

）とする。ただし、委員会は、育児短時間勤務教職員等については必要に応じ、当

該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの５日

間において週休日を設けるものとし、再任用短時間勤務教職員及び任期付短時間勤

務教職員（以下「再任用短時間勤務教職員等」という。）については日曜日及び土

曜日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設けることができる。

２ 委員会は、月曜日から金曜日までの５日間において、１日につき７時間４５分の

勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務教職員等については１週

間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い１日につき７時間４５

分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務教職員等に

ついては１週間ごとの期間について、１日につき７時間４５分を超えない範囲内で

勤務時間を割り振るものとする。

第５条 委員会は、校務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のあ

る教職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別

に定めることができる。



２ 委員会は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、教

育委員会規則の定めるところにより、４週間ごとの期間につき８日の週休日（育児

短時間勤務教職員等にあっては８日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週

休日、再任用短時間勤務教職員等にあっては８日以上の週休日）を設けなければな

らない。ただし、職務の特殊性又は勤務する学校の特殊の必要（育児短時間勤務教

職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容）により、４週間ごとの期間につ

き８日（育児短時間勤務教職員等及び再任用短時間勤務教職員等にあっては、８日

以上）の週休日を設けることが困難である教職員について、教育委員会規則の定め

るところにより、４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以上の割合で週休

日（育児短時間勤務教職員等にあっては、４週間を超えない期間につき１週間当た

り１日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日）を設ける場合に

は、この限りでない。

（週休日の振替等）

第６条 委員会は、教職員に第４条第１項又は前条の規定により週休日とされた日に

おいて特に勤務することを命じる必要がある場合には、教育委員会規則の定めると

ころにより、第４条第２項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日（以下

この条において「勤務日」という。）のうち教育委員会規則で定める期間内にある

勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務すること

を命じる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち

４時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該４時間の勤務時間を当該勤務する

ことを命じる必要がある日に割り振ることができる。

（休憩時間）

第７条 委員会は、１日の勤務時間が、６時間を超える場合においては少なくとも４

５分、８時間を超える場合においては少なくとも１時間の休憩時間を、それぞれ勤

務時間の途中に置かなければならない。

２ 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は勤務する学校の特殊の必要がある場合にお

いて、教育委員会規則の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

（正規の勤務時間以外の時間における勤務）

第８条 委員会は、教育職員（校長及び教頭を除く。次項において同じ。）について



は、正規の勤務時間（第３条から第６条までに規定する勤務時間をいう。以下同じ。

）の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務（正規の勤務時間を超える勤務を

いい、第１１条に規定する教職員の休日における正規の勤務時間中の勤務及び第１

３条第１項の規定により代休として指定された正規の勤務時間中の勤務を含むもの

とする。次項において同じ。）は命じないものとする。 

２ 教育職員に対し時間外勤務を命じる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であ

って臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとする。

 校外実習その他生徒の実習に関する業務

 修学旅行その他学校の行事に関する業務

 職員会議（設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。）に関す

る業務

 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その

他やむを得ない場合に必要な業務 

第９条 委員会は、校務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、教職員（学校栄

養職員及び事務職員に限る。）に対して、正規の勤務時間以外の時間において勤務

をすることを命じることができる。ただし、当該教職員が育児短時間勤務教職員等

である場合にあっては、校務の運営に著しい支障が生じると認められる場合に限り、

正規の勤務時間以外の時間において勤務をすることを命じることができる。

（育児又は介護を行う教職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第１０条 委員会は、小学校就学の始期に達するまでの子（民法（明治２９年法律第

８９号）第８１７条の２第１項の規定により教職員が当該教職員との間における同

項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係

る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該教職員が現

に監護するもの、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号

の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である教職員に委託さ

れている児童その他これらに準じる者として教育委員会規則で定める者を含む。以

下この条において同じ。）のある教職員（教職員の配偶者で当該子の親であるもの

が、深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以下この項において同

じ。）において常態として当該子を養育することができるものとして教育委員会規



則で定める者に該当する場合における当該教職員を除く。）が、教育委員会規則で

定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、校務の正常な運

営を妨げるときを除き、深夜における勤務をさせてはならない。

２ 委員会は、３歳に満たない子のある教職員が、教育委員会規則で定めるところに

より、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした教職員の業務を

処理するための措置を講じることが著しく困難であるときを除き、第８条第２項及

び前条に規定する勤務（災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務

を除く。次項において同じ。）をさせてはならない。

３ 委員会は、小学校就学の始期に達するまでの子のある教職員が、教育委員会規則

で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をし

た教職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難であるときを除き、

１月につき２４時間、１年につき１５０時間を超えて、第８条第２項及び前条に規

定する勤務をさせてはならない。

４ 前３項の規定は、第１８条第１項に規定する日常生活を営むのに支障がある者（

以下この項において「要介護者」という。）を介護する教職員について準用する。

この場合において、第１項中「小学校就学の始期に達するまでの子（民法（明治２

９年法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定により教職員が当該教職員との間

における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当

該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該

教職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第

１項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である教職

員に委託されている児童その他これらに準じる者として教育委員会規則で定める者

を含む。以下この条において同じ。）のある教職員（教職員の配偶者で当該子の親

であるものが、深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以下この項

において同じ。）において常態として当該子を養育することができるものとして教

育委員会規則で定める者に該当する場合における当該教職員を除く。）が、教育委

員会規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあり、第２項中「３歳に満

たない子のある教職員が、教育委員会規則で定めるところにより、当該子を養育す

る」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある教職員が、教



育委員会規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは、「要介護者

のある教職員が、教育委員会規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する

」と、第１項中「深夜における」とあるのは「深夜（午後１０時から翌日の午前５

時までの間をいう。）における」と、第２項中「当該請求をした教職員の業務を処

理するための措置を講じることが著しく困難である」とあるのは「校務の運営に支

障がある」と読み替えるものとする。

（休日）

第１１条 教職員は、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日（以下「祝日法による休日」という。）には、特に勤務することを命じら

れる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。１２月２９日

から翌年の１月３日までの日（祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」

という。）についても、同様とする。

（時間外勤務代休時間）

第１２条 委員会は、さいたま市教職員の給与に関する条例（平成２９年さいたま市

条例第２１号。以下「教職員給与条例」という。）第２０条の規定により時間外勤

務手当を支給すべき教職員に対して、教育委員会規則で定めるところにより、当該

時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間（以下「時間外勤

務代休時間」という。）として、教育委員会規則で定める期間内にある第４条第２

項、第５条又は第６条の規定により勤務時間が割り振られた日（次条において「勤

務日等」という。）（同条第１項に規定する休日及び同条第２項に規定する代休日

を除く。）に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

２ 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された教職員は、当該時間外勤務代

休時間には、特に勤務を命じられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務す

ることを要しない。

（休日の代休及び代休日）

第１３条 委員会は、教育職員に祝日法による休日又は年末年始の休日（以下この項

及び次項において「休日」と総称する。）である勤務日等に割り振られた勤務時間

の全部（次項において「休日の全勤務時間」という。）又は一部について特に勤務

することを命じた場合には、教育委員会規則で定めるところにより、当該勤務する



ことを命じた時間に相当する時間（第３項において「代休」という。）を、当該休

日後の勤務日等（前条第１項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日

等及び休日を除く。次項において同じ。）に割り振られた勤務時間中に指定しなけ

ればならない。

２ 委員会は、教職員（学校栄養職員及び事務職員に限る。）に休日の全勤務時間に

ついて特に勤務することを命じた場合には、教育委員会規則で定めるところにより、

当該休日前に、当該休日に代わる日（次項において「代休日」という。）として、

当該休日後の勤務日等を指定することができる。

３ 前２項の規定により代休又は代休日を指定された教職員は、当該代休又は代休日

には、特に勤務することを命じられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務

することを要しない。

（休暇の種類）

第１４条 教職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時

間及び組合休暇とする。

（年次有給休暇）

第１５条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年にお

いて、次の各号に掲げる教職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。た

だし、地方公務員法第２２条第２項、育児休業法第６条第１項第２号又は女子教職

員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律（昭和３０年法律第１２５号）

第３条第１項に規定する臨時的任用に係る教職員の年次有給休暇の日数については、

当該教職員の任用期間を考慮し、教育委員会規則で定める。

 次号及び第３号に掲げる教職員以外の教職員 ２０日（育児短時間勤務教職員

等及び再任用短時間勤務教職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、２

０日を超えない範囲内で教育委員会規則で定める日数）

 次号に掲げる教職員以外の教職員であって、当該年の中途において新たに教職

員となるもの その年の在職期間を考慮し、２０日を超えない範囲内で教育委員

会規則で定める日数

 当該年の前年において国家公務員、特別職に属する地方公務員、さいたま市以

外の地方公共団体の職員その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事



業と密接な関連を有する法人のうち教育委員会規則で定めるものに使用される者

（以下この号において「国家公務員等」という。）であった者であって引き続き

当該年に新たに教職員となったものその他教育委員会規則で定める教職員 国家

公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等

を考慮し、２０日に次項の教育委員会規則で定める日数を加えた日数を超えない

範囲内で教育委員会規則で定める日数

２ 年次有給休暇（この項の規定により繰り越されたものを除く。）は、教育委員会

規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

３ 委員会は、年次有給休暇を教職員の請求する時季に与えなければならない。ただ

し、請求された時季に年次有給休暇を与えることが校務の正常な運営を妨げる場合

においては、他の時季にこれを与えることができる。

（病気休暇）

第１６条 病気休暇は、教職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務

しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

２ 病気休暇の期間は、教育委員会規則で定める日を除き、連続して９０日（教育委

員会規則の規定に基づき９０日となる場合を含む。）を超えることはできない。た

だし、公務上又は通勤（地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第２

条第２項及び第３項に規定する通勤をいう。）により負傷し、又は疾病にかかった

場合その他の教育委員会規則で定める場合における休暇の期間は、教育委員会規則

で定める期間とする。

（特別休暇）

第１７条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、育児、交通機関の事故その他の

特別の事由により教職員が勤務しないことが相当である場合として教育委員会規則

で定める場合における休暇とする。この場合において、教育委員会規則で定める特

別休暇については、教育委員会規則でその期間を定める。

（介護休暇）

第１８条 介護休暇は、教職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）、父母、子、配偶者の

父母その他教育委員会規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により教育委員会規則



で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。）の

介護をするため、委員会が、教育委員会規則の定めるところにより、教職員の申出

に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、３回

を超えず、かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定する期間（以下「指定期間

」という。）内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休

暇とする。

２ 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認める期間とする。

３ 介護休暇については、教職員給与条例第１９条の規定にかかわらず、その勤務し

ない１時間につき、教職員給与条例第２３条に規定する勤務１時間当たりの給与額

を減額する。

 （介護時間）

第１９条 介護時間は、教職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該

介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する３年の期間（当該要介護者に

係る指定期間と重複する期間を除く。）内において１日の勤務時間の一部につき勤

務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

２ 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において１日につき２時間を超えない

範囲内で必要と認められる時間とする。

３ 前条第３項の規定は、介護時間について準用する。

（組合休暇）

第２０条 組合休暇は、教職員が委員会の承認を得て登録された職員団体の業務又は

活動に従事する期間における休暇とする。

２ 委員会は、教職員が登録された職員団体の規約に定める機関で教育委員会規則で

定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体

の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と

認められるものに従事する場合に、組合休暇を与えることができる。

３ 組合休暇は、一の年につき２０日を超えて与えることはできない。

４ 第１８条第３項の規定は、組合休暇について準用する。

（病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認）

第２１条 病気休暇、特別休暇（教育委員会規則で定めるものを除く。）、介護休暇、



介護時間及び組合休暇については、教育委員会規則の定めるところにより、委員会

の承認を受けなければならない。

（委任）

第２２条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

（人事委員会との協議）

第２３条 委員会は、この条例の規定に基づく教育委員会規則を制定し、又は改廃し

ようとするときは、あらかじめ市人事委員会と協議しなければならない。

附 則 

（施行期日）

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。

（さいたま市教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の廃止）

２ さいたま市教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成１３年さいた

ま市条例第１０７号）は、廃止する。

（経過措置）

３ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、学校職員の勤務

時間、休暇等に関する条例（平成７年埼玉県条例第２８号。以下「県学校職員勤務

時間条例」という。）の規定（前項の規定による廃止前のさいたま市教育職員の勤

務時間、休日及び休暇に関する条例（以下「廃止前の市教育職員勤務時間条例」と

いう。）第３条の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。）

によりなされた指定、承認その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたも

のとみなし、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の期間は通算する。ただし、県学校

職員勤務時間条例の規定により承認された病気休暇、特別休暇又は組合休暇で教育

委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。

４ 施行日の前日において県学校職員勤務時間条例又は廃止前の市教育職員勤務時間

条例の適用を受けていた者で引き続きこの条例の適用を受けることとなったものの

施行日以後の年次有給休暇の日数については、第１５条の規定にかかわらず、県学

校職員勤務時間条例の規定による年次有給休暇の残日数とする。

５ 県学校職員勤務時間条例の規定により介護休暇の承認を受けた教職員であって、

施行日において当該介護休暇を取得した期間が通算して６月を超えないものの第１



８条第１項の適用については、同項中「６月」とあるのは、「６月（県学校職員勤

務時間条例の規定により取得した介護休暇の期間を含む。）」とする。

６ 施行日の前日において廃止前の市教育職員勤務時間条例の適用を受けていた教職

員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったもののうち、同日以前に係る第

１８条第３項又は第２０条第４項の規定に相当する県学校職員勤務時間条例の規定

による給与の減額を必要とする教職員の給与の減額は、この条例による給与の減額

とみなし、県学校職員勤務時間条例の規定により算出された額を平成２９年４月以

後に支給する給与から減じる。

（さいたま市立幼児教育センター付属幼稚園の教育職員に対するこの条例の適用）

７ 平成３０年３月３１日までの間、この条例の規定は、さいたま市立幼児教育セン

ター付属幼稚園に勤務する教育職員に適用する。この場合において、第２条第２項

及び第８条第１項中「校長」とあるのは「園長」と、同条第２項中「児童又は生徒

」とあるのは「幼児」と読み替えるものとする。

（教職員給与条例附則第２３項の規定により給与が減じられて支給される教育職員

に関する読替え） 

８ 教職員給与条例附則第２３項の規定により給与が減じられて支給される教育職員

に対する第１８条第３項（第１９条第３項において準用する場合を含む。）の規定

の適用については、同項中「第２３条」とあるのは、「附則第２５項」とする。 

 （さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正） 

９ さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成１３年さいたま市

条例第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （趣旨）  （趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法 第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法



律第２６１号）第２４条第５項の規定に基づき、

職員（さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休

暇に関する条例（平成２９年さいたま市条例第１

７号）第２条第２項に規定する教職員を除く。以

下同じ。）の勤務時間、休日及び休暇に関し必要

な事項を定めるものとする。

律第２６１号）第２４条第５項の規定に基づき、

職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項

を定めるものとする。



さいたま市条例第１８号 

さいたま市教員の修学部分休業に関する条例 

 （趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。

）第２６条の２第１項、第３項及び第４項の規定に基づき、さいたま市立の学校に

勤務する教員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

 （定義）

第２条 この条例において「学校」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第

１条に規定する学校をいう。

２ この条例において「教員」とは、教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第

２条第２項に規定する教員をいう。

 （修学部分休業の承認）

第３条 修学部分休業（法第２６条の２第１項に規定する修学部分休業をいう。以下

同じ。）の承認は、教員の１週間当たりの勤務時間の２分の１を超えない範囲内で、

当該教員の修学のため必要とされる時間について、５分を単位として行うものとす

る。

２ 法第２６条の２第１項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

 学校教育法第８３条に規定する大学（教員が同法第９１条に規定する別科を履

修する場合を除く。） 

 学校教育法第１０４条第４項第２号の規定により大学又は大学院に相当する教

育を行うと認められる課程を置く教育施設（教員が当該課程を履修する場合に限

る。）

 学校教育法第１０８条に規定する短期大学

 学校教育法第１１５条に規定する高等専門学校

 学校教育法第１２４条に規定する専修学校

 学校教育法第１３４条第１項に規定する各種学校

 前各号に掲げるもののほか、市教育委員会が教員の公務に関する能力の向上に

資すると認める教育施設 

３ 法第２６条の２第１項の条例で定める期間は、２年とする。



 （修学部分休業をしている教員の給与の取扱い）

第４条 教員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、さいたま市教職員

の給与に関する条例（平成２９年さいたま市条例第２１号）第１９条の規定にかか

わらず、その勤務しない１時間につき、給料の月額（給料の調整額及び教職調整額

を含む。）及び教育委員会規則で定める手当の月額の合計額に１２を乗じ、その額

を１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたものから教育委員会規則で定める時間を

減じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

 （修学部分休業の承認の取消し）

第５条 市教育委員会は、修学部分休業をしている教員が、次の各号のいずれかに該

当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業

を頻繁に欠席しているとき。

 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠

席していることその他の事情により、当該教員の申請に係る修学部分休業に係る

修学に支障が生じているとき。

 当該教員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難となった場合

で、当該教員の同意を得たとき。

 （委任）

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

   附 則 

（施行期日）

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において学校職員の勤務

時間、休暇等に関する条例（平成７年埼玉県条例第２８号）の適用を受けていた者

で引き続きさいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成２９年

さいたま市条例第１７号）の適用を受けることとなったものに対し、施行日前に職

員の修学部分休業に関する条例（平成２３年埼玉県条例第９号）第２条第１項の規



定によりなされた承認は、第３条第１項の規定によりなされたものとみなす。



さいたま市条例第１９号 

さいたま市教員の自己啓発等休業に関する条例

 （趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。

）第２６条の５第１項、第５項及び第６項の規定に基づき、さいたま市立の学校に

勤務する教員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義）

第２条 この条例において「学校」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第

１条に規定する学校をいう。

２ この条例において「教員」とは、教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第

２条第２項に規定する教員をいう。

 （自己啓発等休業の承認）

第３条 市教育委員会（以下「委員会」という。）は、教員としての在職期間が２年

以上である教員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該教

員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、勤務成績その他の事情を考

慮した上で、当該教員が自己啓発等休業（法第２６条の５第１項に規定する自己啓

発等休業をいう。以下同じ。）をすることを承認することができる。

 （自己啓発等休業の期間）

第４条 法第２６条の５第１項の条例で定める期間は、大学等課程の履修（同項に規

定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。）のための休業にあっては２年（大学

等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合として教育委員会規則で定める

場合は、３年）とし、国際貢献活動（同項に規定する国際貢献活動をいう。以下同

じ。）のための休業にあっては３年とする。

 （教育施設）

第５条 法第２６条の５第１項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とす

る。

 学校教育法第８３条に規定する大学（教員が同法第９１条に規定する別科を履

修する場合を除く。） 

 学校教育法第１０４条第４項第２号の規定により大学又は大学院に相当する教



育を行うと認められる課程を置く教育施設（教員が当該課程を履修する場合に限

る。）

 学校教育法第１０８条に規定する短期大学

 前３号に掲げる教育施設に相当する外国の大学（これに準じる教育施設を含む。

）

 学校教育法第１１５条に規定する高等専門学校

 学校教育法第１２４条に規定する専修学校

 学校教育法第１３４条第１項に規定する各種学校

 前各号に掲げるもののほか、委員会が教員の公務に関する能力の向上に資する

と認める教育施設

 （奉仕活動）

第６条 法第２６条の５第１項の条例で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とす

る。

 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法（平成１４年法律第

１３６号）第１３条第１項第４号の規定により自ら行う派遣業務の目的となる開

発途上地域における奉仕活動（当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓

練その他の準備行為を含む。）

 相互の地域の発展及び友好関係の構築を目的として提携している外国の地方公

共団体において行われる当該地方公共団体との国際交流の促進に資する奉仕活動

のうち、教員として参加することが適当であると委員会が認めるもの

 （自己啓発等休業の承認の申請）

第７条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日

及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容を明らかに

してしなければならない。

 （自己啓発等休業の期間の延長）

第８条 自己啓発等休業をしている教員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引

き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第４条に規定する休業の期間を超えな

い範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、委員会に対し、

自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。



２ 自己啓発等休業の期間の延長は、教育委員会規則で定める特別の事情がある場合

を除き、１回に限るものとする。

３ 第３条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。

 （自己啓発等休業の承認の取消事由）

第９条 法第２６条の５第５項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 自己啓発等休業をしている教員が、正当な理由なく、その者が在学している教

育施設の課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者

が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。

 自己啓発等休業をしている教員が、その者が在学している教育施設の課程を休

学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉

仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該教員の申請

に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じること。

 （報告等）

第１０条 自己啓発等休業をしている教員は、委員会から求められた場合のほか、次

に掲げる場合には、当該教員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状

況について委員会に報告しなければならない。

 当該教員がその申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場

合

 当該教員が、その在学している教育施設の課程を休学し、停学にされ、若しく

はその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一

部を行っていない場合

 当該教員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている

場合

２ 委員会は、自己啓発等休業をしている教員から前項の規定による報告を求めるほ

か、当該教員と定期的に連絡をとることにより、十分な意思疎通を図るものとする。

 （自己啓発等休業をした教員の職務復帰後における号給の調整）

第１１条 自己啓発等休業をした教員が職務に復帰した場合において、他の教員との

均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間のうち教員とし

ての職務に特に有用であると認められるものにあっては１００分の１００以下、そ



れ以外のものにあっては１００分の５０以下の換算率により換算して得た期間を引

き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及び同日後における最初の

教員の昇給を行う日として教育委員会規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇

給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

 （自己啓発等休業をした教員の退職手当の取扱い）

第１２条 さいたま市教職員退職手当条例（平成２９年さいたま市条例第２２号）第

１６条第１項及び第１８条第４項の規定の適用については、自己啓発等休業をした

期間は、同条例第１６条第１項に規定する現実に職務に従事することを要しない期

間に該当するものとする。

２ 自己啓発等休業をした期間についてのさいたま市教職員退職手当条例第１８条第

４項の規定の適用については、同項中「その月数の２分の１に相当する月数（法第

５５条の２第１項ただし書に規定する事由又はこれに準じる事由により現実に職務

に従事することを要しなかった期間については、その月数」とあるのは、「その月

数（自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の

能率的な運営に特に資するものと認められることその他の委員会が定める要件に該

当する場合については、その月数の２分の１に相当する月数」とする。

 （委任）

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

   附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において学校職員の勤務

時間、休暇等に関する条例（平成７年埼玉県条例第２８号）の適用を受けていた者

で引き続きさいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成２９年

さいたま市条例第１７号）の適用を受けることとなったものについて、施行日前に

職員の自己啓発等休業に関する条例（平成２３年埼玉県条例第１０号）の規定によ

りなされた承認その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。



さいたま市条例第２０号 

さいたま市教員の休職の事由等に関する条例

 （趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２７条第２項及

び第２８条第３項の規定に基づき、さいたま市立の学校に勤務する教員の休職の事

由、手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

 （定義）

第２条 この条例において「学校」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第

１条に規定する学校をいう。

２ この条例において「教員」とは、教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第

２条第２項に規定する教員をいう。

 （休職の事由及び手続）

第３条 教員が、学校、研究所、病院その他これらに準じる公共的施設において、そ

の教員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に

従事する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

２ 前項の規定による休職の処分は、その旨を記載した書面を当該教員に交付して行

わなければならない。

 （休職の効果）

第４条 前条第１項の規定による休職の期間は、３年を超えない範囲内において休職

を要する程度に応じ、市教育委員会が定める。

２ 市教育委員会は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅し

たと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

 （休職者の身分取扱い）

第５条 休職者は、教員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 

 （委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

 （人事委員会との協議）

第７条 市教育委員会は、この条例の規定に基づく教育委員会規則を制定し、又は改

廃しようとするときは、あらかじめ市人事委員会と協議しなければならない。



   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。



さいたま市条例第２１号 

さいたま市教職員の給与に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。

）第２４条第５項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別

措置法（昭和４６年法律第７７号）第３条第１項及び第３項の規定に基づき、さい

たま市立の学校に勤務する教職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において「学校」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第

１条に規定する学校をいう。 

２ この条例において「教職員」とは、校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄

養教諭、助教諭、養護助教諭、講師（常勤の者及び法第２８条の５第１項に規定す

る短時間勤務の職を占める者に限る。）、実習助手、学校栄養職員及び事務職員（

高等学校の事務職員を除く。以下同じ。）をいう。 

３ この条例において「教育職員」とは、教職員から学校栄養職員及び事務職員を除

いた者をいう。 

 （給料） 

第３条 給料は、さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成２

９年さいたま市条例第１７号。以下「教職員勤務時間条例」という。）第８条第１

項に規定する正規の勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）による勤務に対

する報酬であって、教職調整額、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通

勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員

特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当を除いたものとす

る。 

（給料表） 

第４条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ

当該給料表に定めるところによる。 

 教育職給料表（別表第１） 

 ア 教育職給料表 



 イ 教育職給料表 

 学校栄養職給料表（別表第２） 

 学校事務職給料表（別表第３） 

２ 教職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表（

以下「給料表」という。）に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準

となる職務は、別表第４のとおりとする。

 （初任給、昇格、昇給等の基準） 

第５条 市教育委員会（以下「委員会」という。）は、地方公共団体の組織に関する

法令、条例、規則及び機関の定める規程の趣旨に従い、並びに前条第２項の規定に

よる分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定

し、又は改定することができる。 

２ 教職員の職務の級は、前項の教職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、教

育委員会規則で定める基準に従い決定する。 

３ 新たに給料表の適用を受ける教職員となった者の号給は、教育委員会規則で定め

る初任給の基準に従い決定する。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律（

平成３年法律第１１０号）第１０条第３項の規定により同条第１項に規定する育児

短時間勤務の承認を受けた教職員（同法第１７条の規定による短時間勤務をするこ

ととなった教職員を含む。以下「育児短時間勤務教職員等」という。）の給料月額

にあってはその者の受ける号給に応じた額に教職員勤務時間条例第３条第２項の規

定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得

た数（以下「育児短時間勤務教職員等の算出率」という。）を、同法第１８条第１

項の規定により採用された教職員（以下「任期付短時間勤務教職員」という。）の

給料月額にあってはその者の受ける号給に応じた額に教職員勤務時間条例第３条第

４項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で

除して得た数（以下「任期付短時間勤務教職員の算出率」という。）を乗じて得た

額とする。 

４ 教職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の

級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、教育委員会規則

の定めるところにより決定する。ただし、育児短時間勤務教職員等の給料月額にあ



ってはその者の受ける号給に応じた額に育児短時間勤務教職員等の算出率を、任期

付短時間勤務教職員の給料月額にあってはその者の受ける号給に応じた額に任期付

短時間勤務教職員の算出率を乗じて得た額とする。 

５ 教職員の昇給は、教育委員会規則で定める日に、同日前１年間におけるその者の

勤務成績に応じて行うものとする。 

６ 教職員を昇格（教職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同

じ。）させるには、職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。 

７ 第５項の規定により教職員（次項の適用を受ける教職員を除く。以下この項にお

いて同じ。）を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規

定する期間の全部を良好な成績で勤務した教職員の昇給の号給数を４号給とするこ

とを標準として教育委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。ただし、

育児短時間勤務教職員等の給料月額にあってはその者の受ける号給に応じた額に育

児短時間勤務教職員等の算出率を、任期付短時間勤務教職員の給料月額にあっては

その者の受ける号給に応じた額に任期付短時間勤務教職員の算出率を乗じて得た額

とする。 

８ ５５歳を超える教職員の第５項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけ

るその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇

給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて教育委員会規則で定める基準に

従い決定するものとする。ただし、育児短時間勤務教職員等の給料月額にあっては

その者の受ける号給に応じた額に育児短時間勤務教職員等の算出率を、任期付短時

間勤務教職員の給料月額にあっては任期付短時間勤務教職員の算出率を乗じて得た

額とする。 

９ 教職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことはで

きない。 

１０ 教職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。 

１１ 第５項から前項までに規定するもののほか、教職員の昇給に関し必要な事項は、

教育委員会規則で定める。 

１２ 法第２８条の４第１項若しくは第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若

しくは第２項の規定により採用された教職員（以下「再任用教職員」という。）の



給料月額は、その者に適用される給料表の再任用教職員の欄に掲げる給料月額のう

ち、その者の属する職務の級に応じた額とし、育児短時間勤務教職員等の給料月額

についてはその額に育児短時間勤務教職員等の算出率を乗じて得た額とする。 

第６条 再任用教職員で法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占めるも

の（以下「再任用短時間勤務教職員」という。）の給料月額は、前条第１２項の規

定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、教職員勤務時間条例第３条第３項

の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除し

て得た数を乗じて得た額とする。 

（給料の支給） 

第７条 給料は、月の初日から末日までを計算期間（以下「給与期間」という。）と

し、毎月１回教育委員会規則で定める日にその月の月額の全額を支給する。 

第８条 新たに教職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等によ

り給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。 

２ 教職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。 

３ 教職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。 

４ 第１項又は第２項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日か

ら支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、そ

の給料額は、その給与期間の現日数から教職員勤務時間条例第４条第１項、第５条

及び第６条の規定による週休日（以下「週休日」という。）の日数を差し引いた日

数を基礎として日割りによって計算する。 

（給料の調整額）  

第９条 委員会は、教育職員の給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は

勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職

に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、

給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。 

２ 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、その調整前における給料月額の１

００分の２５を超えてはならない。 

３ 前２項に規定するもののほか、給料の調整額の支給に関し必要な事項は、教育委

員会規則で定める。 



（教職調整額） 

第１０条 教育職員（校長及び教頭を除く。）には、その者の給料月額の１００分の

４に相当する額の教職調整額を支給する。

２ 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

（教職調整額を給料とみなして適用する規定） 

第１１条 第３条の規定にかかわらず、前条第１項の教職調整額の支給を受ける者に

係る第１４条並びに第２９条第２項から第４項まで及び第６項の規定、次に掲げる

条例の規定並びにこれらに基づく教育委員会規則等の規定の適用については、前条

第１項の教職調整額は、給料とみなす。

 さいたま市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例（平成１３年さいたま市

条例第２６号） 

 さいたま市職員の給与に関する条例（平成１３年さいたま市条例第４２号。以

下「市職員給与条例」という。）（第２５条において準用する市職員給与条例第

２７条及び第２６条において準用する市職員給与条例第３０条の規定に限る。） 

 公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例（平成１３年さいたま

市条例第３０３号） 

 外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条

例（平成１３年さいたま市条例第３０４号）

 さいたま市教職員退職手当条例（平成２９年さいたま市条例第２２号）

 （管理職手当） 

第１２条 教育職員の管理職手当については、市職員給与条例第８条の規定を準用す

る。この場合において、同条第１項中「職員」とあるのは「教育職員」と、同条中

「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、同条第１項中「職員（以下「指定管理

職員」とあるのは「教育職員（以下「指定管理教育職員」と、同条第２項中「指定

管理職員」とあるのは「指定管理教育職員」と、読み替えるものとする。 

 （扶養手当） 

第１３条 教職員の扶養手当については、市職員給与条例第１０条及び第１１条の規

定を準用する。この場合において、これらの条中「職員」とあるのは「教職員」と

読み替えるものとする。 



 （地域手当） 

第１４条 教職員の地域手当については、人事委員会規則で定める地域に在勤する教

職員に支給する。 

２ 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、地域手当

の支給割合を乗じて得た額とする。 

３ 前項の地域手当の支給割合は、１００分の１５とする。 

４ 第１項の人事委員会規則で定める地域（以下この項において「地域手当支給地域

」という。）に在勤する教職員が、地域手当支給地域以外へ異動した場合（当該異

動の日の前日に地域手当支給地域に引き続き６月を超えて在勤していた場合に限る。

）は、前３項の規定にかかわらず、当該異動の日から２年を経過するまでの間、給

料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ

当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該教職

員が当該異動の日から２年を経過するまでの間に更に在勤する地域を異にして異動

した場合における当該教職員に対する地域手当の支給については、市人事委員会の

定めるところによる。 

 当該異動の日から同日以後１年を経過する日までの期間 前項に規定する地域

手当の支給割合 

 当該異動の日から同日以後２年を経過する日までの期間（前号に掲げる期間を

除く。） 前項の規定による地域手当の支給割合に１００分の８０を乗じて得た

割合 

 （住居手当） 

第１５条 教職員の住居手当については、市職員給与条例第１４条の規定を準用する。

この場合において、同条第１項及び第２項中「職員」とあるのは「教職員」と、同

条中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、同条第１項第２号中「第１６条第

１項又は第３項」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例（平成２９年

さいたま市条例第２１号）第１７条において準用する第１６条第１項又は第３項」

と読み替えるものとする。 

（通勤手当） 

第１６条 教職員の通勤手当については、市職員給与条例第１５条の規定を準用する。



この場合において、同条中「職員」とあるのは「教職員」と、「規則」とあるのは

「教育委員会規則」と、同条第２項第２号中「育児短時間勤務職員等又は再任用短

時間勤務職員」とあるのは「育児短時間勤務教職員等、任期付短時間勤務教職員又

は再任用短時間勤務教職員」と読み替えるものとする。 

（単身赴任手当） 

第１７条 教職員の単身赴任手当については、市職員給与条例第１６条の規定を準用

する。この場合において、同条中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、同条

第１項及び第２項中「職員」とあるのは「教職員」と、同条第３項中「この条例」

とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例」と、「受ける職員」とあるの

は「受ける教職員」と、「職員で」とあるのは「教職員で」と、「常況とする職員

」とあるのは「常況とする教職員」と、「定める職員」とあるのは「定める教職員

」と、「支給される職員」とあるのは「支給される教職員」と読み替えるものとす

る。 

 （特殊勤務手当） 

第１８条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、

給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でな

いと認められるものに従事する教育職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務

手当を支給する。 

２ 特殊勤務手当の種類は、教員特殊業務手当及び教育業務連絡指導手当とする。 

３ 教員特殊業務手当は、教育職員（校長及び教頭を除く。）が次に掲げる業務に従

事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると委員会が認める程度

に及ぶときに、その業務に従事した日１日につき１６，０００円を超えない範囲内

で当該業務の区分に応じて教育委員会規則で定める額を支給する。 

 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの 

  ア 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の

業務 

イ 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務 

ウ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務 



 修学旅行、林間・臨海学校等（学校が計画し、及び実施するものに限る。）に

おいて児童又は生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの 

 委員会が定める対外運動競技等において児童若しくは生徒を引率して行う指導

業務で宿泊を伴うもの又は教職員勤務時間条例第４条第１項、第５条若しくは第

６条の規定による週休日、教職員勤務時間条例第１１条に規定する教職員の休日

若しくはこれらに相当する日（以下「週休日等」という。）に行うもの 

 学校の管理下において行われる部活動（正規の教育課程としてのクラブ活動に

準じる活動をいう。）における児童又は生徒に対する指導業務で週休日等に行う

もの 

 中学校又は高等学校の入学者の選抜に関する業務で週休日等に行うもの 

４ 教育業務連絡指導手当は、主任等で教務その他の教育に関する業務についての連

絡調整及び指導助言に当たるものに充てられた教諭、養護教諭又は栄養教諭が、そ

の職務が困難であるとして教育委員会規則で定める主任等の職務に従事したときに、

その職務に従事した日１日につき２００円を超えない範囲内で教育委員会規則で定

める額を支給する。 

５ 前各項に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、教育委

員会規則で定める。 

（給与の減額） 

第１９条 教職員の給与の減額については、市職員給与条例第１８条の規定を準用す

る。この場合において、同条第１項中「職員」とあるのは「教職員」と、「第２３

条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第２３条において準用する

第２３条」と、同条中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と読み替えるものと

する。 

（時間外勤務手当） 

第２０条 教職員（学校栄養職員及び事務職員に限る。）の時間外勤務手当について

は、市職員給与条例第１９条の規定を準用する。この場合において、同条中「職員

」とあるのは「教職員（学校栄養職員及び事務職員に限る。）」と、「第２３条」

とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第２３条において準用する第２

３条」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、同条第１項第１号中「次条



」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第２１条において準用する第

２０条」と、同条第２項中「育児短時間勤務職員等又は再任用短時間勤務職員」と

あるのは「育児短時間勤務教職員等、任期付短時間勤務教職員又は再任用短時間勤

務教職員（学校栄養職員及び事務職員に限る。）」と、同条第３項中「勤務時間条

例第５条」とあるのは「教職員勤務時間条例第６条」と、「勤務時間条例第３条第

２項又は第４条」とあるのは「教職員勤務時間条例第４条第２項又は第５条」と、

同条第５項中「勤務時間条例第１０条の２第１項」とあるのは「教職員勤務時間条

例第１２条第１項」と読み替えるものとする。 

（休日勤務手当） 

第２１条 教職員（学校栄養職員及び事務職員に限る。）の休日勤務手当については、

市職員給与条例第２０条の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」と

あるのは「教職員（学校栄養職員及び事務職員に限る。）」と、同条第２項中「第

２３条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第２３条において準用

する第２３条」と、同条第２項及び第３項中「規則」とあるのは「教育委員会規則

」と、同条第３項中「勤務時間条例第１０条」とあるのは「教職員勤務時間条例第

１１条」と、「勤務時間条例第１１条第１項」とあるのは「教職員勤務時間条例第

１３条第２項」と読み替えるものとする。 

（端数計算） 

第２２条 前２条に定める時間外勤務手当及び休日勤務手当の計算の場合において、

１時間に満たない端数があるときは、３０分以上はこれを１時間とし、３０分未満

はこれを切り捨てる。 

２ 前項の計算は、各別（時間外勤務手当については教育委員会規則で定める割合ご

と）に行うものとする。 

３ 第１９条において準用する市職員給与条例第１８条に規定する勤務１時間当たり

の給与額並びに第２０条において準用する市職員給与条例第１９条及び前条におい

て準用する市職員給与条例第２０条第２項の規定により勤務１時間につき支給する

時間外勤務手当又は休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、５０銭

未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたと

きはこれを１円に切り上げるものとする。



（勤務１時間当たりの給与額の算出） 

第２３条 教職員の勤務１時間当たりの給与額の算出については、市職員給与条例第

２３条の規定を準用する。この場合において、同条中「規則」とあるのは、「教育

委員会規則」と読み替えるものとする。 

 （管理職員特別勤務手当） 

第２４条 教育職員の管理職員特別勤務手当については、市職員給与条例第２５条の

規定を準用する。この場合において、同条第１項及び第２項中「指定管理職員」と

あるのは「指定管理教育職員」と、同条第３項及び第４項中「規則」とあるのは「

教育委員会規則」と、同条第３項第１号中「職員」とあるのは「教育職員」と読み

替えるものとする。 

（期末手当） 

第２５条 教職員の期末手当については、市職員給与条例第２７条から第２９条まで

の規定を準用する。この場合において、第２７条第１項中「第２９条」とあるのは

「さいたま市教職員の給与に関する条例第２５条において準用する第２９条」と、

同項及び同条第４項中「附則第３２項第３号」とあるのは「附則第２３項第３号」

と、これらの条中「職員」とあるのは「教職員」と、第２７条及び第２９条第６項

中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、第２７条第１項中「次条」とあるの

は「さいたま市教職員の給与に関する条例第２５条において準用する第２８条」と、

「第３３条第６項」とあるのは「第２９条第７項」と、同条第２項中「行政職給料

表の適用を受ける職員でその職務の級が５級以上であるもの並びに同表以外の各給

料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当する

もの」とあるのは「教育職給料表 又は教育職給料表 の適用を受ける教育職員で

その職務の級が３級又は４級であるもの」と、同条第２項中「第３０条及び附則第

３５項において「特定管理職員」とあるのは「第２６条及び附則第２６項において

「特定管理教育職員」と、同条第３項中「再任用職員」とあるのは「再任用教職員

」と、同条第４項及び第５項中「育児短時間勤務職員等」とあるのは「育児短時間

勤務教職員等」と、「算出率」とあるのは「育児短時間勤務教職員等の算出率」と、

第２８条本文中「前条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第２５

条において準用する第２７条」と、同条第４号中「次条」とあるのは「さいたま市



教職員の給与に関する条例第２５条において準用する第２９条」と読み替えるもの

とする。 

 （勤勉手当） 

第２６条 教職員の勤勉手当については、市職員給与条例第３０条の規定を準用する。

この場合において、同条第１項及び第３項中「附則第３２項第４号」とあるのは「

附則第２３項第４号」と、同条中「職員」とあるのは「教職員」と、「規則」とあ

るのは「教育委員会規則」と、同条第２項中「再任用職員」とあるのは「再任用教

職員」と、「特定管理職員」とあるのは「特定管理教育職員」と、同条第３項中「

育児短時間勤務職員等」とあるのは「育児短時間勤務教職員等」と、「算出率」と

あるのは「育児短時間勤務教職員等の算出率」と、同条第４項中「第２７条」とあ

るのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第２５条において準用する第２７条

」と、同項及び同条第５項中「第３０条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に

関する条例第２６条において準用する第３０条」と、同条第５項中「第２８条」と

あるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第２５条において準用する第２８

条」と、「次条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第２５条にお

いて準用する第２９条」と読み替えるものとする。 

 （義務教育等教員特別手当） 

第２７条 義務教育諸学校（学校教育法に規定する小学校、中学校又は特別支援学校

の小学部若しくは中学部をいう。）に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別

手当を支給する。 

２ 義務教育等教員特別手当の月額は、８，０００円を超えない範囲内で、職務の級

及び号給（再任用教職員にあっては、職務の級）の別に応じて、教育委員会規則で

定める。 

３ 学校教育法に規定する高等学校又は特別支援学校の高等部に勤務する教育職員に

ついては、第１項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、

教育委員会規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。 

４ 前３項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項

は、教育委員会規則で定める。 

（再任用教職員等についての適用除外） 



第２８条 再任用教職員には、第１３条及び第１５条の規定は適用しない。 

２ 任期付短時間勤務教職員には、第１３条、第１５条及び第１７条の規定は適用し

ない。 

 （休職者の給与） 

第２９条 教職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（地方公務員災

害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項及び第３項に規定する通勤を

いう。）により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第２８条第２項第１号に掲げる

事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給

する。 

２ 教職員が教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第１４条又は公立の学校の

事務職員の休職の特例に関する法律（昭和３２年法律第１１７号）の規定に該当す

る場合を除き、結核性疾患にかかり、法第２８条第２項第１号に掲げる事由に該当

して休職にされたときは、その休職の期間が満２年に達するまでは、これに給料、

扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ１００分の８０を支給する

ことができる。 

３ 教職員が前２項以外の心身の故障により法第２８条第２項第１号に掲げる事由に

該当して休職にされたときは、その休職の期間が満１年に達するまでは、これに給

料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ１００分の８０を支給

することができる。 

４ 教職員が法第２８条第２項第２号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、

その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ１０

０分の６０以内を支給することができる。 

５ 法第２８条第２項の規定により休職にされた教職員には、他の条例に別段の定め

がない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。 

６ 教職員がさいたま市教員の休職の事由等に関する条例（平成２９年さいたま市条

例第２０号）第３条第１項の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、

これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ１００分の７

０以内を支給することができる。 

７ 第２項、第３項又は前項に規定する教職員が、当該各項に規定する期間内で第２



５条において準用する市職員給与条例第２７条第１項に規定する基準日前１月以内

に退職し、若しくは法第１６条第１号に該当して法第２８条第４項の規定により失

職し、又は死亡したときは、第２５条において準用する市職員給与条例第２７条第

１項の規定により教育委員会規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当

を支給することができる。ただし、教育委員会規則で定める教職員については、こ

の限りでない。 

８ 前項の規定の適用を受ける教職員の期末手当の支給については、第２５条におい

て準用する市職員給与条例第２８条及び第２９条の規定を準用する。この場合にお

いて、第２８条中「前条第１項」とあるのは、「さいたま市教職員の給与に関する

条例第２９条第７項」と読み替えるものとする。 

 （専従休職者の給与） 

第３０条 法第５５条の２第１項ただし書の許可を受けた教職員には、その許可が効

力を有する間は、いかなる給与も支給しない。 

 （給与からの控除） 

第３１条 法第２５条第２項の規定により、次に掲げるものは、教職員に給与を支給

する際、その給与から控除することができる。 

 埼玉県教職員互助会の掛金並びに貸付金に係る償還金及びその利子

 埼玉県教職員互助会の取り扱う生命保険の保険料 

 団体契約を締結している生命保険及び損害保険の保険料 

 登録された職員団体の組合費及び当該職員団体の取り扱う生命保険の保険料（

当該団体に加入している教職員から文書により控除申請があったものに限る。） 

（口座振替の方法による給与の支給） 

第３２条 給与は、教職員から自己名義の口座への振替の申出があるときは、口座振

替の方法により支給することができる。 

（委任） 

第３３条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

（人事委員会との協議） 

第３４条 委員会は、この条例の規定に基づく教育委員会規則を制定し、又は改廃し

ようとするときは、あらかじめ市人事委員会と協議しなければならない。この条例



の規定により委員会が定めることとされている事項について定め、又はこれを変更

し、若しくは廃止しようとするときも、同様とする。

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの学校職員の給与に

関する条例（昭和３１年埼玉県条例第３３号。以下「県学校職員給与条例」という。

）又は県費負担教職員の給与負担等の移譲等に伴う関係条例の整備に関する条例（

平成２９年さいたま市条例第３号。以下この項において「整備条例」という。）第

１条の規定による廃止前のさいたま市教育職員の給与等に関する条例（平成１３年

さいたま市条例第１１０号。以下「廃止前の市教育職員給与等条例」という。）若

しくは整備条例第１条の規定による廃止前のさいたま市教育職員の給与等に関する

特別措置に関する条例（平成１３年さいたま市条例第１１１号）の規定による給与

については、なお従前の例による。

（継続教職員等の職務の級及び号給の切替え等） 

３ 施行日の前日において県学校職員給与条例又は廃止前の市教育職員給与等条例の

適用を受けていた教職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったもの（以

下「継続教職員」という。）のうち、施行日の前日において県学校職員給与条例の

規定（廃止前の市教育職員給与等条例第３条第１項の規定によりその例によること

とされる場合を含む。以下同じ。）による教育職給料表 の適用を受けていた教職

員（再任用教職員を除く。）にあっては施行日以後この条例による教育職給料表 

を、県学校職員給与条例の規定による教育職給料表 の適用を受けていた教職員（

廃止前の市教育職員給与等条例第４条第１項において同表の適用を受けていたさい

たま市立幼児教育センター付属幼稚園に勤務する教育職員を含み、再任用教職員を

除く。）にあっては施行日以後この条例による教育職給料表 を適用するものとし、

それらの者の施行日における職務の級は、施行日の前日において県学校職員給与条

例の規定によりそれらの者が属していた職務の級に対応する職務の級とし、それら

の者の施行日における号給は、施行日の前日において県学校職員給与条例の規定に



よりそれらの者が受けていた号給に対応する号給とする。 

４ 継続教職員のうち、施行日の前日において県学校職員給与条例の規定による学校

栄養職給料表の適用を受けていた教職員（再任用教職員を除く。）については、施

行日以後この条例による学校栄養職給料表を適用するものとし、その者の施行日に

おける職務の級は、施行日の前日において県学校職員給与条例の規定によりその者

が属していた職務の級に対応する附則別表第１に掲げる職務の級とし、その者の施

行日における号給は、施行日の前日において県学校職員給与条例の規定によりその

者が受けていた号給に対応する附則別表第２に掲げる号給とする。

５ 継続教職員のうち、施行日の前日において県学校職員給与条例の規定による事務

職給料表の適用を受けていた教職員（再任用教職員を除く。）については、施行日

以後この条例による学校事務職給料表を適用するものとし、その者の施行日におけ

る職務の級は、施行日の前日において県学校職員給与条例の規定によりその者が属

していた職務の級に対応する附則別表第３に掲げる職務の級とし、その者の施行日

における号給は、施行日の前日において県学校職員給与条例の規定によりその者が

受けていた号給に対応する附則別表第４に掲げる号給とする。

６ 継続教職員のうち、その者の受ける給料月額が施行日の前日において受けていた

給料月額に達しないこととなるもの（教育委員会規則で定める教職員を除く。）に

は、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

７ 継続教職員（前項に規定する者を除く。）について、同項の規定による給料を支

給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該継続教職員には、

教育委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

８ 施行日以後この条例の適用を受けることとなった教職員（継続教職員を除く。）

について、前２項の規定による給料を支給される継続教職員との権衡上必要がある

と認められるときは、当該教職員には、教育委員会規則で定めるところにより、前

２項の規定に準じて、給料を支給する。

９ 継続教職員のうち、学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成２

６年埼玉県条例第６９号）附則第６項から第８項までの規定の適用を受けていたも

のについては、平成３０年３月３１日までの間、これらの規定の例により給料を支

給する。この場合において、同条例附則第６項第３号中「差額」とあるのは、「切



替前給料月額とさいたま市教職員の給与に関する条例（平成２９年さいたま市条例

第２１号）の施行の日に受ける給料月額（同条例附則第６項から第８項までの規定

の適用を受ける者にあっては、同日の前日に受けていた給料月額）との差額」とす

る。

１０ 継続教職員（前項に規定する者を除く。）について、同項の規定による給料を

支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該継続教職員には、

教育委員会規則で定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

１１ 施行日以後この条例の適用を受けることとなった教職員（継続教職員を除く。

）について、前２項の規定による給料を支給される継続教職員との権衡上必要があ

ると認められるときは、当該教職員には、教育委員会規則で定めるところにより、

前２項の規定に準じて、給料を支給する。

１２ 前３項の規定による給料を支給される教職員に関する第１０条第１項の規定の

適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第９項から第

１１項までの規定による給料の額との合計額」とする。

１３ 施行日以後この条例の適用を受けることとなった教職員のうち、さいたま市職

員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

の一部を改正する条例（平成２８年さいたま市条例第６号）附則第６項から第８項

までの規定を受けていたもの（教育委員会規則で定める教職員に限る。）について

は、平成３０年３月３１日までの間、これらの規定の例により給料を支給する。

１４ 施行日以後この条例の適用を受けることとなった教職員（前項に規定する者を

除く。）について、同項の規定による給料を支給される教職員との権衡上必要があ

ると認められるときは、当該教職員には、教育委員会規則で定めるところにより、

同項の規定に準じて、給料を支給する。

（継続教職員の昇給の取扱い）

１５ 継続教職員の施行日以後における最初の第５条第５項の規定の適用については、

同項中「同日前１年間」とあるのは、「同日前１年間（県学校職員給与条例又は廃

止前の市教育職員給与等条例の適用を受けていた期間を含む。）」とする。

 （継続教職員の育児休業等の取扱い）

１６ 継続教職員のうち、施行日の前日において育児休業中の教職員その他委員会の



定める教職員の昇給の取扱いは、他の教職員との権衡を失しない範囲で委員会が別

に定める。

 （平成３１年３月３１日までの間における地域手当の特例）

１７ 平成３１年３月３１日までの間、第１４条第３項の規定の適用については、同

項中「１００分の１５」とあるのは、「１００分の１５を超えない範囲内で人事委

員会規則で定める割合」とする。 

 （廃止前の市教育職員給与等条例適用者の給与の減額についての経過措置）

１８ 施行日の前日において廃止前の市教育職員給与等条例の適用を受けていた教育

職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったもののうち、施行日前に係る

第１９条の規定に相当する県学校職員給与条例の規定による給与の減額を必要とす

る教育職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、県学校職員給与

条例の規定により算出された額を平成２９年４月以後に支給する給与から減じる。

（継続教職員の病気休暇についての経過措置） 

１９ 継続教職員が教職員勤務時間条例附則第３項の規定により教職員勤務時間条例

第２１条の規定による承認をしたものとみなされた病気休暇（公務上の負傷又は疾

病及び通勤（第２９条第１項に規定する通勤をいう。）による負傷又は疾病に係る

療養のための病気休暇を除く。）の開始の日から起算して９０日を超えて引き続き

勤務しない場合における当該継続教職員に係る給料の減額については、なお従前の

例による。

（期末手当及び勤勉手当の取扱い）

２０ 施行日以後この条例の適用を受けることとなった教職員については、平成２８

年１２月２日から平成２９年３月３１日までの間に県学校職員給与条例又は廃止前

の市教育職員給与等条例の適用を受けていた者としての期間（県学校職員給与条例

の規定により期末手当又は勤勉手当の支給対象とされた期間を除く。）をこの条例

の適用を受ける教職員としての期間とみなし、第２５条及び第２６条の規定を適用

する。

 （休職者の給与の取扱い）

２１ 継続教職員のうち、施行日前から引き続き休職を命じられている教職員につい

ては、県学校職員給与条例又は廃止前の市教育職員給与等条例の適用を受けていた



者としての休職期間をこの条例の適用を受ける教職員としての休職期間とみなし、

第２９条の規定を適用する。

（さいたま市立幼児教育センター付属幼稚園の教育職員に対するこの条例の適用）

２２ 平成３０年３月３１日までの間、この条例の規定は、さいたま市立幼児教育セ

ンター付属幼稚園に勤務する教育職員に適用する。この場合において、第２条第２

項及び第１８条第３項中「校長」とあるのは「園長」と、同項中「児童若しくは生

徒」及び「児童又は生徒」とあるのは「幼児」と、第２７条第３項中「高等学校又

は特別支援学校の高等部」とあるのは「幼稚園」と、別表第１イの表備考１中「小

学校及び中学校」とあるのは「幼稚園」と、別表第４イの表中「小学校又は中学校

（以下この表において「小学校等」という。）」とあるのは「幼稚園」と、「小学

校等」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」とそれぞれ読み替え

るものとする。

（５５歳を超える教育職員の給料月額等の特例）

２３ 平成３０年３月３１日までの間、教育職員（教育職給料表 又は教育職給料表

 の適用を受ける教育職員（再任用教職員を除く。）のうち、その職務の級が３級

又は４級である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないもの

に限る。以下この項及び次項において「特定教育職員」という。）に対する次に掲

げる給与の支給に当たっては、当該特定教育職員が５５歳に達した日後における最

初の４月１日（特定教育職員以外の者が５５歳に達した日後における最初の４月１

日後に特定教育職員となった場合にあっては、特定教育職員となった日）以後、次

の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減じる。 

 給料月額 当該特定教育職員の給料月額（当該特定教育職員が附則第１９項の

規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により減じられた給料

月額。以下同じ。）に１００分の１．５を乗じて得た額（当該特定教育職員の給

料月額に１００分の９８．５を乗じて得た額が、当該特定教育職員の属する職務

の級における最低の号給の給料月額（当該特定教育職員が同項の規定の適用を受

ける者である場合にあっては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた

額。以下この号及び次号において同じ。）に達しない場合（以下この項、附則第

２５項及び第２６項において「最低号給に達しない場合」という。）にあっては、



当該特定教育職員の給料月額から当該特定教育職員の属する職務の級における最

低の号給の給料月額を減じた額（以下この項及び附則第２５項において「給料月

額減額基礎額」という。）） 

 地域手当 当該特定教育職員の給料月額に対する地域手当の月額に１００分の

１．５を乗じて得た額（最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎

額に対する地域手当の月額） 

 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定教育職員が受けるべき給

料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額（第２５条において準用する市

職員給与条例第２７条第５項の規定の適用を受ける教育職員にあっては、当該合

計額に、当該合計額に同項に規定する１００分の２０を超えない範囲内で教育委

員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額）に、当該特定教育職員に支

給される期末手当に係る同条第２項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて

得た額に、当該特定教育職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合

を乗じて得た額に、１００分の１．５を乗じて得た額（最低号給に達しない場合

にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定教育職員が受けるべき給

料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額（同条第５項の規定

の適用を受ける教育職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定す

る１００分の２０を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合を乗じて得た

額を加算した額）に、当該特定教育職員に支給される期末手当に係る同条第２項

各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定教育職員に支給

される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額） 

 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定教育職員が受けるべき給

料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額（第２６条において準用する市

職員給与条例第３０条第４項において準用する市職員給与条例第２７条第５項の

規定の適用を受ける教育職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規

定する１００分の２０を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合を乗じて

得た額を加算した額。附則第２６項において「勤勉手当減額対象額」という。）

に、当該特定教育職員に支給される勤勉手当に係る第２６条において準用する市

職員給与条例第３０条第２項前段に規定する割合を乗じて得た額に１００分の１ 



．５を乗じて得た額（最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日 

  現在において当該特定教育職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対す

る地域手当の月額の合計額（同条第４項において準用する市職員給与条例第２７

条第５項の規定の適用を受ける教育職員にあっては、当該合計額に、当該合計額

に同項に規定する１００分の２０を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割

合を乗じて得た額を加算した額。附則第２６項において「勤勉手当減額基礎額」

という。）に、当該特定教育職員に支給される勤勉手当に係る第２６条において

準用する市職員給与条例第３０条第２項前段に規定する割合を乗じて得た額） 

 第２９条第１項から第４項まで、第６項又は第７項の規定により支給される給

与 当該特定教育職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に

定める額 

ア 第２９条第１項 前各号に定める額 

イ 第２９条第２項又は第３項 第１号から第３号までに定める額に１００分の

８０を乗じて得た額 

ウ 第２９条第４項 第１号及び第２号に定める額に、同項の規定により当該特

定教育職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額 

エ 第２９条第６項 第１号から第３号までに定める額に、同項の規定により当

該特定教育職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額 

オ 第２９条第７項 第３号に定める額に１００分の８０を乗じて得た額 

 附則第９項から附則第１１項までの規定により支給される給料 当該特定教育

職員の附則第９項から附則第１１項までの規定により支給される給料に１００分

の１．５を乗じて得た額 

２４ 前項に規定するもののほか、特定教育職員以外の者が月の初日以外の日に特定

教育職員となった場合における同項の減じる額の計算その他同項の規定の実施に関

し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

２５ 附則第２３項の規定により給与が減じられて支給される教育職員についての第

１９条において準用する市職員給与条例第１８条に規定する勤務１時間当たりの給

与額は、第２３条において準用する市職員給与条例第２３条の規定にかかわらず、

同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額



の合計額に１２を乗じ、その額を１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたものから

教育委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額に１００分の１．５を乗

じて得た額（最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに

対する地域手当の月額の合計額に１２を乗じ、その額を１週間当たりの勤務時間に

５２を乗じたものから教育委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額）

に相当する額を減じた額とする。 

２６ 附則第２３項の規定が適用される間、第２６条において準用する市職員給与条

例第３０条第２項第１号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定によ

り算出した額から、同号に掲げる教職員のうち附則第２３項の規定により給与が減

じられて支給される教育職員の勤勉手当減額対象額に１００分の１．２７５（特定

管理教育職員にあっては、１００分の１．５７５）を乗じて得た額（最低号給に達

しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に１００分の８５（特定管理教育職員

にあっては、１００分の１０５）を乗じて得た額）の総額に相当する額を減じた額

とする。 

 （さいたま市職員の給与に関する条例の一部改正）

２７ さいたま市職員の給与に関する条例（平成１３年さいたま市条例第４２号）の

一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （趣旨）  （趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号。以下「法」という。）第２４条第

５項の規定に基づき、一般職の職員（さいたま市

教職員の給与に関する条例（平成２９年さいたま

市条例第２１号）第２条第２項に規定する教職員

を除く。以下「職員」という。）の給与に関し必

要な事項を定めるものとする。

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号。以下「法」という。）第２４条第

５項の規定に基づき、一般職の職員（以下「職員

」という。）の給与に関し必要な事項を定めるも

のとする。



附則別表第１（附則第４項関係）

学校栄養職給料表の適用を受けることとなる教職員の職務の級の切替表 

継続教職員が施行日の前日において属

していた学校栄養職給料表の職務の級

施行日における学校栄養職給料表の職

務の級

１級 １級

２級

３級 ２級

４級

５級 ３級

附則別表第２（附則第４項関係）  

学校栄養職給料表の適用を受けることとなる教職員の号給の切替表 

 施行日においてその属する職務の級が１級となる教職員 

継続教職員が施行日の前日において受けていた号給 

施行日におけ

る号給 

継続教職員が施行日の前日にお

いて属していた学校栄養職給料

表の１級において受けていた号

給 

継続教職員が施行日の前日

において属していた学校栄

養職給料表の２級において

受けていた号給 

７号給   １号給 

８号給   ２号給 

９号給   ３号給 

１０号給   ４号給 

１１号給   ５号給 

１２号給   ６号給 

１３号給   ７号給 

１４号給   ８号給 

１５号給   １０号給 

１６号給   １１号給 

１７号給   １２号給 

１８号給   １３号給 

１９号給   １５号給 

２０号給   １６号給 

２１号給   １７号給 

２２号給   １８号給 

２３号給 １号給 １９号給 

２４号給 ２号給 ２０号給 

２５号給 ３号給 ２１号給 

２６号給 ４号給 ２２号給 



２７号給 ５号給 ２３号給 

２８号給 ６号給 ２４号給 

２９号給及び３０号給 ７号給 ２５号給 

３１号給 ８号給 ２６号給 

３２号給 ９号給 ２７号給 

３３号給 １０号給 ２８号給 

３４号給 １１号給 ２９号給 

３５号給 １２号給 ３０号給 

３６号給及び３７号給 １３号給 ３１号給 

３８号給 １４号給 ３２号給 

３９号給 １５号給 ３３号給 

４０号給及び４１号給 １６号給 ３４号給 

４２号給 １７号給 ３５号給 

４３号給 １８号給 ３６号給 

４４号給及び４５号給 １９号給 ３７号給 

４６号給 ２０号給 ３８号給 

４７号給及び４８号給 ２１号給 ３９号給 

４９号給及び５０号給 ２２号給 ４０号給 

５１号給 ２３号給 ４１号給 

５２号給から５４号給まで ２４号給 ４２号給 

５５号給及び５６号給 ２５号給及び２６号給 ４３号給 

５７号給及び５８号給 ２７号給 ４４号給 

５９号給及び６０号給 ２８号給 ４５号給 

６１号給及び６２号給 ２９号給 ４６号給 

６３号給及び６４号給 ３０号給及び３１号給 ４７号給 

６５号給及び６６号給 ３２号給 ４８号給 

６７号給から６９号給まで ３３号給 ４９号給 

７０号給及び７１号給 ３４号給及び３５号給 ５０号給 

７２号給及び７３号給 ３６号給 ５１号給 

７４号給から７６号給まで ３７号給 ５２号給 

７７号給から７９号給まで ３８号給及び３９号給 ５３号給 

８０号給から８２号給まで ４０号給 ５４号給 

８３号給から８５号給まで ４１号給 ５５号給 

  ４２号給及び４３号給 ５６号給 

  ４４号給 ５７号給 

  ４５号給 ５８号給 

  ４６号給 ５９号給 

  ４７号給 ６０号給 

  ４８号給 ６１号給 

  ４９号給 ６２号給 

  ５０号給 ６３号給 



  ５１号給 ６４号給 

  ５２号給 ６５号給 

  ５３号給 ６６号給 

  ５４号給 ６７号給 

  ５５号給 ６８号給 

  ５６号給及び５７号給 ６９号給 

  ５８号給 ７０号給 

  ５９号給 ７１号給 

  ６０号給 ７２号給 

  ６１号給 ７３号給 

  ６２号給 ７４号給 

  ６３号給 ７５号給 

  ６４号給 ７６号給 

  ６５号給 ７７号給 

  ６６号給 ７８号給 

  ６７号給及び６８号給 ７９号給 

  ６９号給 ８０号給 

  ７０号給 ８１号給 

  ７１号給 ８２号給 

  ７２号給 ８３号給 

  ７３号給 ８４号給 

  ７４号給及び７５号給 ８５号給 

  ７６号給及び７７号給 ８６号給 

  ７８号給 ８７号給 

  ７９号給及び８０号給 ８８号給 

  ８１号給 ８９号給 

  ８２号給及び８３号給 ９０号給 

  ８４号給から８７号給 ９１号給 

  ８８号給から９０号給 ９２号給 

  ９１号給から９３号給 ９３号給 

  ９４号給及び９５号給 ９４号給 

  ９６号給及び９７号給 ９５号給 

  ９８号給及び９９号給 ９６号給 

１００号給から１０２号給

まで 
９７号給 

 施行日においてその属する職務の級が２級となる教職員 

継続教職員が施行日の前日において受けていた号給 

施行日におけ

る号給 

継続教職員が施行日の前日にお

いて属していた学校栄養職給料

表の３級において受けていた号 

継続教職員が施行日の前日

において属していた学校栄

養職給料表の４級において 



給 受けていた号給  

１号給   ２３号給 

２号給   ２４号給 

３号給   ２５号給 

４号給   ２６号給 

５号給   ２７号給 

６号給   ２８号給 

７号給及び８号給   ２９号給 

９号給   ３０号給 

１０号給   ３１号給 

１１号給   ３２号給 

１２号給及び１３号給   ３３号給 

１４号給   ３４号給 

１５号給   ３５号給 

１６号給及び１７号給   ３６号給 

１８号給   ３７号給 

１９号給及び２０号給 １号給 ３８号給 

２１号給 ２号給及び３号給 ３９号給 

２２号給及び２３号給 ４号給 ４０号給 

２４号給 ５号給 ４１号給 

２５号給及び２６号給 ６号給及び７号給 ４２号給 

２７号給 ８号給 ４３号給 

２８号給 ９号給及び１０号給 ４４号給 

２９号給 １１号給 ４５号給 

３０号給 １２号給及び１３号給 ４６号給 

３１号給 １４号給 ４７号給 

３２号給 １５号給 ４８号給 

３３号給 １６号給 ４９号給 

３４号給 １７号給 ５０号給 

３５号給 １８号給 ５１号給 

３６号給   ５２号給 

３７号給 １９号給 ５３号給 

３８号給 ２０号給 ５４号給 

３９号給 ２１号給 ５５号給 

４０号給 ２２号給 ５６号給 

４１号給 ２３号給 ５７号給 

４２号給 ２４号給 ５８号給 

４３号給 ２５号給 ５９号給 

４４号給 ２６号給 ６０号給 

４５号給 ２７号給 ６１号給 

４６号給 ２８号給 ６２号給 



４７号給   ６３号給 

４８号給 ２９号給 ６４号給 

４９号給 ３０号給 ６５号給 

５０号給 ３１号給 ６６号給 

５１号給 ３２号給 ６７号給 

５２号給 ３３号給 ６８号給 

５３号給 ３４号給 ６９号給 

５４号給及び５５号給 ３５号給 ７０号給 

５６号給 ３６号給 ７１号給 

５７号給 ３７号給 ７２号給 

５８号給及び５９号給 ３８号給 ７３号給 

６０号給 ３９号給 ７４号給 

６１号給 ４０号給 ７５号給 

６２号給及び６３号給 ４１号給 ７６号給 

６４号給 ４２号給 ７７号給 

６５号給 ４３号給 ７８号給 

６６号給及び６７号給 ４４号給 ７９号給 

６８号給及び６９号給 ４５号給 ８０号給 

７０号給及び７１号給 ４６号給 ８１号給 

７２号給から７４号給まで ４７号給 ８２号給 

７５号給から７７号給まで ４８号給 ８３号給 

７８号給から８０号給まで ４９号給 ８４号給 

８１号給及び８２号給 ５０号給 ８５号給 

８３号給から８４号給まで ５１号給 ８６号給 

８５号給から８８号給まで ５２号給 ８７号給 

８９号給から９１号給まで ５３号給 ８８号給 

９２号給から９４号給まで ５４号給 ８９号給 

９５号給から９８号給まで ５５号給 ９０号給 

９９号給から１０２号給まで ５６号給及び５７号給 ９１号給 

１０３号給から１０６号給まで ５８号給 ９２号給 

１０７号給から１０９号給まで ５９号給 ９３号給 

１１０号給から１１２号給まで ６０号給 ９４号給 

１１３号給 ６１号給及び６２号給 ９５号給 

  ６３号給及び６４号給 ９６号給 

  ６５号給 ９７号給 

  ６６号給 ９８号給 

  ６７号給 ９９号給 

  ６８号給 １０１号給 

  ６９号給及び７０号給 １０２号給 

  ７１号給 １０３号給 

  ７２号給 １０４号給 



  ７３号給及び７４号給 １０５号給 

  ７５号給 １０６号給 

  ７６号給 １０７号給 

  ７７号給 １０８号給 

  ７８号給 １０９号給 

 施行日においてその属する職務の級が３級となる教職員 

継続教職員が施行日の前日において

属していた学校栄養職給料表の５級

において受けていた号給 

施行日における号給 

２号給 １号給 

３号給 ２号給 

４号給 ３号給 

５号給 ４号給 

６号給 ５号給 

７号給 ６号給 

８号給 ７号給 

９号給 ８号給 

１０号給 ９号給 

１１号給 １０号給 

１２号給 １２号給 

１３号給 １３号給 

１４号給 １４号給 

１５号給 １５号給 

１６号給 １６号給 

１７号給 １７号給 

１８号給 １８号給 

１９号給 １９号給 

２０号給 ２０号給 

２１号給 ２１号給 

２２号給 ２２号給 

２３号給 ２３号給 

２４号給 ２４号給 

２５号給 ２５号給 

２６号給 ２６号給 

２７号給 ２７号給 

２８号給及び２９号給 ２８号給 

３０号給 ２９号給 

３１号給 ３０号給 

３２号給 ３１号給 

３３号給 ３２号給 



３４号給 ３３号給 

３５号給 ３４号給 

３６号給 ３５号給 

３７号給 ３６号給 

３８号給 ３７号給 

３９号給 ３８号給 

４０号給 ３９号給 

４１号給 ４０号給 

４２号給 ４１号給 

４３号給 ４２号給 

４４号給及び４５号給 ４３号給 

４６号給 ４４号給 

４７号給 ４５号給 

４８号給及び４９号給 ４６号給 

５０号給 ４７号給 

５１号給 ４８号給 

５２号給及び５３号給 ４９号給 

５４号給 ５０号給 

５５号給及び５６号給 ５１号給 

５７号給 ５２号給 

５８号給及び５９号給 ５３号給 

６０号給及び６１号給 ５４号給 

６２号給 ５５号給 

６３号給 ５６号給 

６４号給及び６５号給 ５７号給 

６６号給及び６７号給 ５８号給 

６８号給及び６９号給 ５９号給 

７０号給及び７１号給 ６０号給 

７２号給 ６１号給 

７３号給及び７４号給 ６２号給 

７５号給 ６３号給 

７６号給及び７７号給 ６４号給 

７８号給 ６５号給 

７９号給及び８０号給 ６６号給 

８１号給及び８２号給 ６７号給 

８３号給及び８４号給 ６８号給 

８５号給 ６９号給 

附則別表第３（附則第５項関係）  

学校事務職給料表の適用を受けることとなる教職員の職務の級の切替表 



附則別表第４（附則第５項関係）  

学校事務職給料表の適用を受けることとなる教職員の号給の切替表 

 施行日においてその属する職務の級が１級となる教職員 

継続教職員が施行日の前日において受けていた号給 

施行日における号給

継続教職員が施行日の前日

において属していた事務職

給料表の１級において受け

ていた号給 

継続教職員が施行日の前日

において属していた事務職

給料表の２級において受け

ていた号給 

２号給   １号給 

３号給   ２号給 

４号給   ３号給 

５号給   ４号給 

６号給   ５号給 

７号給   ６号給 

８号給   ７号給 

９号給   ８号給 

１０号給及び１１号給   ９号給 

１２号給   １０号給 

１３号給   １１号給 

１４号給   １２号給 

１５号給   １３号給 

１６号給及び１７号給   １４号給 

１８号給   １５号給 

１９号給   １６号給 

２０号給   １７号給 

２１号給   １８号給 

２２号給   １９号給 

２３号給   ２１号給 

２４号給   ２２号給 

２５号給   ２４号給 

継続教職員が施行日の前日において属

していた事務職給料表の職務の級

施行日における学校事務職給料表の職

務の級

１級 １級

２級

３級 ２級

４級 ３級 

５級 ４級

６級 



２６号給及び２７号給   ２５号給 

２８号給   ２６号給 

２９号給   ２７号給 

３０号給   ２８号給 

３１号給   ２９号給 

３２号給   ３０号給 

３３号給 １号給 ３１号給 

３４号給 ２号給 ３２号給 

３５号給 ３号給 ３３号給 

３６号給及び３７号給 ４号給 ３４号給 

３８号給 ５号給 ３５号給 

３９号給及び４０号給 ６号給 ３６号給 

４１号給 ７号給 ３７号給 

４２号給 ８号給 ３８号給 

４３号給及び４４号給 ９号給 ３９号給 

４５号給 １０号給 ４０号給 

４６号給及び４７号給 １１号給 ４１号給 

４８号給 １２号給及び１３号給 ４２号給 

４９号給及び５０号給 １４号給 ４３号給 

５１号給及び５２号給 １５号給 ４４号給 

５３号給及び５４号給 １６号給 ４５号給 

５５号給及び５６号給 １７号給 ４６号給 

５７号給から５９号給まで １８号給 ４７号給 

６０号給及び６１号給 １９号給 ４８号給 

６２号給及び６３号給 ２０号給及び２１号給 ４９号給 

６４号給から６６号給まで ２２号給 ５０号給 

６７号給及び６８号給 ２３号給 ５１号給 

６９号給及び７０号給 ２４号給 ５２号給 

７１号給から７３号給まで ２５号給及び２６号給 ５３号給 

７４号給から７６号給まで ２７号給 ５４号給 

７７号給及び７８号給 ２８号給及び２９号給 ５５号給 

７９号給から８１号給まで ３０号給 ５６号給 

８２号給から８４号給まで ３１号給及び３２号給 ５７号給 

８５号給及び８６号給 ３３号給 ５８号給 

８７号給から８９号給まで ３４号給及び３５号給 ５９号給 

９０号給から９３号給まで ３６号給 ６０号給 

  ３７号給及び３８号給 ６１号給 

  ３９号給 ６２号給 

  ４０号給 ６３号給 

  ４１号給 ６４号給 

  ４２号給及び４３号給 ６５号給 



  ４４号給 ６６号給 

  ４５号給 ６７号給 

  ４６号給及び４７号給 ６８号給 

  ４８号給 ６９号給 

  ４９号給 ７０号給 

  ５０号給 ７１号給 

  ５１号給及び５２号給 ７２号給 

  ５３号給 ７３号給 

  ５４号給 ７４号給 

  ５５号給 ７５号給 

  ５６号給 ７６号給 

  ５７号給 ７７号給 

  ５８号給 ７８号給 

  ５９号給 ７９号給 

  ６０号給 ８１号給 

  ６１号給 ８２号給 

  ６２号給 ８３号給 

  ６３号給 ８５号給 

  ６４号給 ８７号給 

  ６５号給 ８９号給 

 施行日においてその属する職務の級が２級となる教職員 

継続教職員が施行日の前日において属

していた事務職給料表の３級において

受けていた号給 

施行日における号給 

４号給 １号給 

５号給 ２号給 

６号給及び７号給 ３号給 

８号給 ４号給 

９号給 ５号給 

１０号給 ６号給 

１１号給 ７号給 

１２号給 ８号給 

１３号給 ９号給 

１４号給及び１５号給 １０号給 

１６号給 １１号給 

１７号給 １２号給 

１８号給 １３号給 

１９号給 １４号給 

２０号給 １５号給 

２１号給 １６号給 



２２号給 １７号給 

２３号給 １８号給 

２４号給 １９号給 

２５号給 ２０号給 

２６号給 ２１号給 

２７号給 ２２号給 

２８号給 ２４号給 

２９号給 ２５号給 

３０号給 ２６号給 

３１号給 ２７号給 

３２号給 ２８号給 

３３号給 ２９号給 

３４号給 ３０号給 

３５号給 ３１号給 

３６号給 ３２号給 

３７号給 ３３号給 

３８号給 ３４号給 

３９号給 ３５号給 

４０号給 ３６号給 

４１号給 ３７号給 

４２号給 ３８号給 

４３号給 ３９号給 

４４号給 ４０号給 

４５号給 ４１号給 

４６号給 ４２号給 

４７号給 ４３号給 

４８号給 ４４号給 

４９号給 ４５号給 

５０号給 ４６号給 

５１号給 ４７号給 

５２号給 ４８号給 

５３号給 ４９号給 

５４号給 ５１号給 

５５号給 ５２号給 

５６号給 ５３号給 

５７号給 ５４号給 

５８号給 ５５号給 

５９号給 ５６号給 

６０号給及び６１号給 ５７号給 

６２号給及び６３号給 ５８号給 

６４号給 ５９号給 



６５号給から６７号給まで ６０号給 

６８号給 ６１号給 

６９号給 ６２号給 

７０号給及び７１号給 ６３号給 

７２号給 ６４号給 

７３号給及び７４号給 ６５号給 

７５号給 ６６号給 

７６号給及び７７号給 ６７号給 

７８号給及び７９号給 ６８号給 

８０号給及び８１号給 ６９号給 

８２号給 ７０号給 

８３号給及び８４号給 ７１号給 

８５号給及び８６号給 ７２号給 

８７号給及び８８号給 ７３号給 

８９号給及び９０号給 ７４号給 

９１号給から９３号給まで ７５号給 

９４号給 ７６号給 

９５号給から９７号給まで ７７号給 

９８号給及び９９号給 ７８号給 

１００号給及び１０１号給 ７９号給 

１０２号給及び１０３号給 ８０号給 

１０４号給 ８１号給 

１０５号給 ８２号給 

１０６号給及び１０７号給 ８３号給 

１０８号給 ８４号給 

１０９号給 ８５号給 

１１０号給 ８６号給 

１１１号給及び１１２号給 ８７号給 

１１３号給 ８８号給 

 施行日においてその属する職務の級が３級となる教職員 

継続教職員が施行日の前日において属

していた事務職給料表の４級において

受けていた号給 

施行日における号給 

６号給 １号給 

７号給 ２号給 

８号給 ３号給 

９号給 ４号給 

１０号給 ５号給 

１１号給 ６号給 

１２号給 ７号給 



１３号給 ８号給 

１４号給 １０号給 

１５号給 １１号給 

１６号給 １２号給 

１７号給 １３号給 

１８号給 １４号給 

１９号給 １５号給 

２０号給 １６号給 

２１号給 １７号給 

２２号給 １８号給 

２３号給 １９号給 

２４号給 ２０号給 

２５号給 ２１号給 

２６号給 ２２号給 

２７号給 ２３号給 

２８号給 ２４号給 

２９号給 ２５号給 

３０号給 ２６号給 

３１号給 ２７号給 

３２号給 ２８号給 

３３号給 ２９号給 

３４号給 ３０号給 

３５号給 ３１号給 

３６号給 ３２号給 

３７号給 ３３号給 

３８号給 ３４号給 

３９号給 ３５号給 

４０号給 ３６号給 

４１号給 ３７号給 

４２号給 ３８号給 

４３号給 ３９号給 

４４号給 ４０号給 

４５号給 ４１号給 

４６号給 ４２号給 

４７号給 ４３号給 

４８号給 ４４号給 

４９号給 ４５号給 

５０号給 ４６号給 

５１号給及び５２号給 ４７号給 

５３号給 ４８号給 

５４号給及び５５号給 ４９号給 



５６号給 ５０号給 

５７号給及び５８号給 ５１号給 

５９号給及び６０号給 ５２号給 

６１号給及び６２号給 ５３号給 

６３号給及び６４号給 ５４号給 

６５号給及び６６号給 ５５号給 

６７号給及び６８号給 ５６号給 

６９号給及び７０号給 ５７号給 

７１号給及び７２号給 ５８号給 

７３号給及び７４号給 ５９号給 

７５号給及び７６号給 ６０号給 

７７号給及び７８号給 ６１号給 

７９号給 ６２号給 

８０号給及び８１号給 ６３号給 

８２号給及び８３号給 ６４号給 

８４号給及び８５号給 ６５号給 

８６号給から８８号給まで ６６号給 

８９号給及び９０号給 ６７号給 

９１号給及び９２号給 ６８号給 

９３号給 ６９号給 

 施行日においてその属する職務の級が４級となる教職員

継続教職員が施行日の前日において受けていた号給 

施行日における号給

継続教職員が施行日の前日

において属していた事務職

給料表の５級において受け

ていた号給 

継続教職員が施行日の前日

において属していた事務職

給料表の６級において受け

ていた号給 

１０号給   １号給 

１１号給   ３号給 

１２号給   ４号給 

１３号給   ５号給 

１４号給   ６号給 

１５号給 １号給 ７号給 

１６号給 ２号給 ８号給 

１７号給 ３号給 ９号給 

１８号給 ４号給 １０号給 

１９号給 ５号給 １１号給 

２０号給 ６号給 １２号給 

２１号給 ７号給 １３号給 

２２号給   １４号給 

２３号給 ８号給 １５号給 



２４号給 ９号給 １６号給 

２５号給 １０号給 １７号給 

２６号給 １１号給 １８号給 

２７号給 １２号給 １９号給 

２８号給 １３号給 ２０号給 

２９号給 １４号給 ２１号給 

３０号給 １５号給 ２２号給 

３１号給 １６号給 ２３号給 

３２号給 １７号給 ２４号給 

３３号給   ２５号給 

３４号給 １８号給 ２６号給 

３５号給 １９号給 ２７号給 

３６号給 ２０号給 ２８号給 

３７号給 ２１号給 ２９号給 

３８号給及び３９号給 ２２号給 ３０号給 

４０号給 ２３号給 ３１号給 

４１号給及び４２号給 ２４号給 ３２号給 

４３号給 ２５号給 ３３号給 

４４号給及び４５号給 ２６号給 ３４号給 

４６号給及び４７号給 ２７号給 ３５号給 

４８号給及び４９号給   ３６号給 

５０号給及び５１号給 ２８号給 ３７号給 

５２号給及び５３号給 ２９号給 ３８号給 

５４号給及び５５号給 ３０号給 ３９号給 

５６号給から５８号給まで ３１号給 ４０号給 

５９号給から６１号給まで ３２号給 ４１号給 

６２号給及び６３号給 ３３号給 ４２号給 

６４号給から６６号給まで ３４号給 ４３号給 

６７号給から６９号給まで ３５号給 ４４号給 

７０号給及び７１号給 ３６号給 ４５号給 

７２号給から７５号給まで ３７号給 ４６号給 

７６号給から７９号給まで ３８号給 ４７号給 

８０号給から８４号給まで ３９号給 ４８号給 

８５号給から８９号給まで ４０号給 ４９号給 

９０号給から９３号給まで ４１号給 ５０号給 

  ４２号給 ５１号給 

  ４３号給 ５２号給 

  ４４号給 ５３号給 

  ４５号給 ５４号給 

  ４６号給 ５５号給 

  ４７号給 ５６号給 



  ４８号給 ５７号給 

  ４９号給及び５０号給 ５８号給 

  ５１号給 ５９号給 

  ５２号給及び５３号給 ６０号給 

  ５４号給及び５５号給 ６１号給 

  ５６号給及び５７号給 ６２号給 

  ５８号給から６０号給まで ６３号給 

  ６１号給及び６２号給 ６４号給 

  ６３号給及び６４号給 ６５号給 

  ６５号給及び６６号給 ６６号給 

  ６７号給及び６８号給 ６７号給 

  ６９号給及び７０号給 ６８号給 

  ７１号給 ６９号給 

  ７２号給及び７３号給 ７０号給 

  ７４号給 ７１号給 

  ７５号給 ７２号給 

  ７６号給及び７７号給 ７３号給 

  ７８号給 ７４号給 

  ７９号給及び８０号給 ７５号給 

  ８１号給 ７６号給 

  ８２号給 ７７号給 

  ８３号給及び８４号給 ７８号給 

  ８５号給 ７９号給 



１　級 ２　級 特　２　級 ３　級 ４　級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 155,200 199,500 260,000 328,200 416,100

2 156,700 201,200 262,500 330,400 417,900

3 158,200 202,900 264,800 332,700 419,700

4 159,700 204,600 267,100 334,800 421,400

5 161,400 206,400 269,700 337,100 422,900

6 163,300 208,100 272,100 339,300 424,400

7 165,100 209,800 274,300 341,600 426,300

8 166,900 211,400 276,500 343,900 428,200

9 168,700 213,200 278,800 345,800 430,000

10 170,800 215,100 281,100 347,900 431,800

11 172,800 217,000 283,500 350,100 433,700

12 174,800 218,900 285,700 352,200 435,500

13 176,800 220,600 288,100 354,300 437,200

14 179,000 222,600 290,200 356,300 439,100

15 181,200 224,600 292,100 358,300 440,900

16 183,400 226,600 294,100 360,300 442,800

17 185,700 228,500 296,300 362,100 444,500

18 188,300 231,200 298,800 364,000 446,300

19 190,800 233,900 301,300 366,000 448,100

20 193,300 236,600 304,000 368,000 449,900

21 195,800 239,200 306,300 369,700 451,500

22 197,500 242,000 308,900 371,600 453,200

23 199,200 244,600 311,200 373,500 455,100

24 200,900 247,300 313,900 375,400 456,800

25 202,400 249,800 316,500 376,800 458,500

26 204,100 252,300 318,800 378,600 460,100

27 205,800 254,800 321,200 380,400 461,700

28 207,400 257,100 323,400 382,300 463,200

29 208,900 259,800 325,700 384,200 464,700

30 210,600 262,200 327,700 386,100 466,000

31 212,300 264,400 329,900 388,000 467,300

32 214,000 266,600 332,100 390,000 468,600

33 215,600 268,800 334,100 391,700 469,800

34 217,400 271,000 336,200 393,400 470,500

35 219,200 273,200 338,400 395,000 471,200

36 221,000 275,200 340,500 396,800 471,900

37 222,600 277,500 342,600 398,000 472,500

38 224,400 279,500 344,700 399,500 473,200

39 226,200 281,400 346,900 400,900 473,900

40 228,000 283,400 349,000 402,300 474,600

41 229,700 285,200 351,100 404,000 475,200

42 231,400 287,600 353,200 405,400 475,900

43 233,000 289,900 355,200 406,700 476,600

44 234,600 292,400 357,300 408,200 477,300

別表第１（第４条関係）

ア　教育職給料表

職員の
区分

　 職務の
　　　 級
号給

 再任用
 教職員
 以外の
 教職員

教　　育　　職　　給　　料　　表　　



45 236,200 294,500 359,200 409,800 477,900

46 237,600 297,000 361,200 411,100 478,600

47 238,900 299,300 363,200 412,600 479,300

48 240,100 302,000 365,200 414,200 480,000

49 241,600 304,400 366,900 415,900 480,600

50 243,100 306,800 368,700 417,300 481,300

51 244,300 309,300 370,600 418,900 482,000

52 245,800 311,600 372,600 420,400 482,700

53 247,000 313,900 374,500 422,100 483,300

54 248,200 316,100 376,300 423,600 484,000

55 249,600 318,200 378,100 425,200 484,700

56 250,700 320,400 379,800 426,800 485,400

57 252,000 322,600 381,300 428,300 486,000

58 253,100 324,700 382,900 429,800 486,700

59 254,200 326,900 384,600 431,000 487,400

60 255,400 328,900 386,300 432,200 488,100

61 256,700 331,000 387,500 433,400 488,700

62 258,000 333,100 388,900 434,700   

63 259,400 335,300 390,300 436,000   

64 260,600 337,500 391,600 437,200   

65 261,900 339,400 393,000 438,400   

66 263,400 341,600 394,200 439,600   

67 264,900 343,700 395,600 440,800   

68 266,600 345,900 397,000 442,000   

69 268,100 347,800 398,300 443,200   

70 269,500 349,700 399,600 444,400   

71 270,900 351,800 401,000 445,600   

72 272,300 353,800 402,300 446,800   

73 273,400 355,500 403,600 447,900   

74 274,800 357,400 405,000 448,500   

75 276,200 359,200 406,400 449,000   

76 277,400 361,100 407,700 449,500   

77 278,800 363,000 408,900 450,000   

78 280,000 364,700 410,100 450,600   

79 281,200 366,400 411,400 451,100   

80 282,400 368,000 412,800 451,600   

81 283,500 369,500 414,100 452,100   

82 284,700 371,000 415,300 452,700   

83 285,900 372,500 416,300 453,200   

84 287,100 373,900 417,500 453,700   

85 288,300 375,000 418,700 454,200   

86 289,400 376,400 419,900 454,800   

87 290,500 377,800 421,100 455,300   

88 291,700 379,100 422,100 455,800   

89 292,900 380,400 423,200 456,300   

90 294,000 381,700 424,200 456,900   

91 295,200 382,900 425,200 457,400   

92 296,400 384,200 426,200 457,900   

93 297,100 385,500 427,100 458,400   

94 298,100 386,600 427,900 459,000   

95 299,200 387,900 428,700 459,500   



96 300,400 389,100 429,500 460,000   

97 301,400 390,500 430,300 460,500   

98 302,500 391,500 430,700 461,100   

99 303,500 392,600 431,100 461,600   

100 304,600 393,600 431,500 462,100   

101 305,500 394,500 431,900 462,600   

102 306,600 395,500 432,200     

103 307,700 396,600 432,500     

104 308,700 397,700 432,800     

105 309,300 398,400 433,100     

106 310,200 399,300 433,400     

107 311,000 400,200 433,700     

108 311,800 401,100 433,900     

109 312,700 401,900 434,100     

110 313,100 402,800 434,400     

111 313,500 403,600 434,700     

112 314,000 404,400 434,900     

113 314,600 405,000 435,100     

114 315,000 405,700 435,400     

115 315,500 406,400 435,700     

116 316,000 407,100 435,900     

117 316,600 407,700 436,100     

118 317,100 408,200       

119 317,500 408,600       

120 318,000 409,000       

121 318,500 409,400       

122 318,900 409,700       

123 319,400 410,000       

124 319,900 410,200       

125 320,500 410,400       

126 320,800 410,700       

127 321,100 411,000       

128 321,400 411,200       

129 321,600 411,400       

130 321,900 411,700       

131 322,200 412,000       

132 322,500 412,200       

133 322,700 412,400       

134 322,900 412,700       

135 323,100 413,000       

136 323,400 413,200       

137 323,700 413,400       

138 323,900 413,700       

139 324,200 414,000       

140 324,500 414,200       

141 324,700 414,400       

142 324,900 414,700       

143 325,200 415,000       

144 325,400 415,200       

145 325,700 415,400       



146 325,900 415,700       

147 326,200 416,000       

148 326,500 416,200       

149 326,700 416,400       

150 326,900         

151 327,200         

152 327,500         

153 327,700

再任用
教職員

233,200 273,500 302,200 330,300 414,400

備考　

　１　この表は、高等学校及び特別支援学校に勤務する教育職員に適用する。

　２　この表の適用を受ける教育職員のうち、その職務の級が３級である教育職員の給料月額は、この表の額に7,700円を

　　それぞれ加算した額とする。



１　級 ２　級 特　２　級 ３　級 ４　級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 155,200 171,100 260,000 289,000 405,900

2 156,700 173,200 262,500 291,600 407,400

3 158,200 175,300 264,800 294,500 408,900

4 159,700 177,500 267,100 297,000 410,400

5 161,400 179,500 269,700 299,500 411,800

6 163,300 181,700 272,100 301,900 413,200

7 165,100 183,900 274,300 304,200 414,700

8 166,900 186,100 276,500 306,600 416,300

9 168,700 188,400 278,800 309,000 417,700

10 170,800 191,200 281,100 311,600 419,100

11 172,800 193,900 283,500 314,300 420,500

12 174,800 196,600 285,700 317,200 421,800

13 176,800 199,500 288,100 319,700 423,100

14 179,000 201,200 290,200 321,700 424,500

15 181,200 202,900 292,100 323,700 425,900

16 183,400 204,600 294,100 326,000 427,300

17 185,700 206,400 296,300 328,200 428,500

18 188,300 208,100 298,800 330,400 429,800

19 190,800 209,800 301,300 332,700 431,000

20 193,300 211,400 304,000 334,800 432,300

21 195,800 213,200 306,300 337,100 433,400

22 197,500 215,100 308,900 339,300 434,600

23 199,200 217,000 311,200 341,600 435,900

24 200,900 218,900 313,900 343,900 437,200

25 202,400 220,600 316,500 345,800 438,500

26 204,000 222,600 318,800 347,600 439,700

27 205,600 224,600 321,200 349,500 440,700

28 207,100 226,600 323,400 351,400 441,800

29 208,800 228,500 325,700 353,200 443,000

30 210,500 231,200 327,700 355,000 443,800

31 212,200 233,900 329,900 356,700 444,600

32 213,900 236,600 332,100 358,600 445,500

33 215,400 239,200 334,100 360,200 446,400

34 217,100 242,000 336,200 361,900 446,900

35 218,800 244,600 338,300 363,600 447,400

36 220,500 247,300 340,300 365,400 447,900

37 222,000 249,800 342,300 367,300 448,400

38 223,700 252,300 344,200 368,800 448,900

39 225,400 254,800 346,200 370,300 449,400

40 227,100 257,100 348,100 371,900 449,900

41 228,700 259,800 349,900 373,100 450,400

42 230,400 262,200 351,700 374,500 450,900

43 232,000 264,400 353,500 375,900 451,400

44 233,600 266,600 355,200 377,400 451,900

45 235,300 268,800 357,000 378,900 452,400

46 236,800 271,000 358,700 380,500 452,900

47 238,200 273,200 360,200 382,100 453,400

職員の
区分

　 職務の
　　　 級
号給

 再任用
 教職員
 以外の
 教職員

イ　教育職給料表 



48 239,600 275,200 361,800 383,600 453,900

49 241,000 277,500 363,100 385,000 454,400

50 242,400 279,500 364,600 386,500 454,900

51 243,900 281,400 366,200 388,000 455,400

52 245,100 283,400 367,800 389,400 455,900

53 246,200 285,200 369,300 390,600 456,400

54 247,600 287,600 370,800 391,900

55 248,800 289,900 372,300 393,000

56 250,000 292,400 373,800 394,100

57 251,200 294,500 375,300 395,500

58 252,400 297,000 376,700 396,700

59 253,500 299,300 378,100 397,900

60 254,700 302,000 379,400 399,200

61 256,100 304,400 380,300 400,400

62 257,300 306,800 381,500 401,400

63 258,500 309,300 382,700 402,800

64 259,400 311,600 383,800 404,100

65 260,400 313,900 384,700 405,300

66 261,800 316,100 385,900 406,400

67 263,200 318,200 386,900 407,600

68 264,700 320,400 388,000 408,700

69 266,300 322,600 389,200 409,700

70 267,800 324,700 390,200 410,900

71 269,300 326,900 391,300 412,100

72 270,700 328,900 392,500 413,300

73 271,800 331,000 393,500 413,900

74 273,000 333,100 394,600 414,700

75 274,300 335,300 395,700 415,400

76 275,500 337,500 396,800 415,900

77 276,900 339,300 397,700 416,200

78 278,000 341,200 398,600 416,600

79 279,200 343,100 399,600 417,000

80 280,400 344,900 400,600 417,400

81 281,600 346,700 401,400 417,700

82 282,500 348,500 402,200 418,100

83 283,700 350,100 402,900 418,500

84 284,900 351,900 403,700 418,800

85 285,900 353,200 404,400 419,100

86 286,800 354,800 405,200 419,500

87 287,700 356,300 405,900 419,900

88 288,700 357,800 406,600 420,200

89 289,800 359,200 407,200 420,500

90 290,700 360,500 407,900 420,800

91 291,600 361,900 408,400 421,100

92 292,500 363,300 409,100 421,300

93 292,900 364,800 409,500 421,500

94 293,600 366,100 409,900 421,800

95 294,300 367,400 410,200 422,100

96 295,100 368,600 410,500 422,300

97 295,900 369,600 410,800 422,500



98 296,700 370,600 411,100 422,800

99 297,500 371,600 411,400 423,100

100 298,200 372,600 411,600 423,300

101 299,100 373,500 411,800 423,500

102 299,600 374,500 412,100 423,800

103 300,100 375,500 412,400 424,100

104 300,600 376,500 412,600 424,300

105 300,800 377,300 412,800 424,500

106 301,200 378,200 413,100 424,800

107 301,500 379,100 413,400 425,100

108 301,700 380,100 413,600 425,300

109 301,900 380,900 413,800 425,500

110 302,100 381,900 414,100 425,800

111 302,400 382,900 414,400 426,100

112 302,700 383,900 414,600 426,300

113 302,900 384,500 414,800 426,500

114 303,100 385,400 415,100 426,800

115 303,300 386,300 415,400 427,100

116 303,600 387,200 415,600 427,300

117 303,900 388,000 415,800 427,500

118 304,200 388,700

119 304,500 389,500

120 304,800 390,300

121 304,900 390,900

122 305,100 391,700

123 305,400 392,400

124 305,700 393,100

125 305,900 393,700

126 394,400

127 394,900

128 395,500

129 396,200

130 396,800

131 397,300

132 397,800

133 398,100

134 398,400

135 398,700

136 399,000

137 399,300

138 399,600

139 399,900

140 400,200

141 400,500

142 400,800

143 401,100

144 401,400

145 401,600

146 401,900

147 402,200

148 402,400



149 402,600

150 402,900

151 403,200

152 403,400

153 403,600

154 403,900

155 404,200

156 404,400

157 404,600

158 404,900

159 405,200

160 405,400

161 405,600

再任用
教職員

224,400 270,300 297,300 323,600 404,400

備考　

　１　この表は、小学校及び中学校に勤務する教育職員に適用する。

　２　この表の適用を受ける教育職員のうち、その職務の級が３級である教育職員の給料月額は、この表の額に7,500円を

　　それぞれ加算した額とする。



１　級 ２　級 ３　級

給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円

1 154,700 180,000 278,600

2 156,400 181,600 280,700

3 158,000 183,200 282,700

4 159,600 184,800 284,800

5 161,200 186,300 286,800

6 162,800 187,800 288,900

7 164,400 189,300 291,000

8 166,000 190,800 293,100

9 167,500 192,300 295,100

10 169,100 193,900 297,200

11 170,600 195,500 299,300

12 172,200 197,100 301,400

13 173,800 198,700 303,400

14 175,400 200,700 305,500

15 176,900 202,600 307,500

16 178,500 204,600 309,600

17 180,000 206,500 311,600

18 181,600 208,500 313,700

19 183,100 210,400 315,700

20 184,700 212,400 317,800

21 186,200 214,300 319,800

22 187,800 216,200 321,800

23 189,400 218,000 323,700

24 191,000 219,900 325,700

25 192,500 221,700 327,600

26 194,100 223,600 329,500

27 195,700 225,400 331,400

28 197,300 227,300 333,300

29 198,900 229,100 335,200

30 200,500 230,900 337,100

31 202,100 232,600 338,900

32 203,700 234,400 340,700

33 205,300 236,100 342,500

34 207,000 238,000 344,300

35 208,600 239,800 346,100

36 210,300 241,600 347,900

37 211,900 243,400 349,700

38 213,600 245,200 351,300

39 215,200 247,000 352,900

40 216,900 248,800 354,500

41 218,500 250,600 356,100

42 220,200 252,200 357,600

43 221,900 253,800 359,000

44 223,600 255,400 360,500

45 225,200 257,000 361,900

別表第２（第４条関係）

学　　校　　栄　　養　　職　　給　　料　　表

職員の
区分

　 職務の
　　　 級
号給

 再任用
 教職員
 以外の
 教職員



46 227,000 258,700 363,200

47 228,800 260,300 364,500

48 230,600 262,000 365,800

49 232,400 263,600 367,000

50 234,100 265,200 368,300

51 235,800 266,700 369,500

52 237,500 268,300 370,800

53 239,200 269,800 372,000

54 240,900 271,400 373,100

55 242,500 273,000 374,100

56 244,200 274,600 375,100

57 245,800 276,200 376,100

58 247,400 278,000 377,100

59 248,900 279,700 378,000

60 250,400 281,400 379,000

61 251,600 283,100 379,900

62 253,100 284,800 380,800

63 254,500 286,400 381,600

64 255,900 288,100 382,500

65 257,300 289,700 383,300

66 258,700 291,400 384,100

67 260,000 293,100 384,900

68 261,300 294,800 385,700

69 262,600 296,500 386,400

70 264,000 298,200 387,100

71 265,300 299,900 387,800

72 266,600 301,600 388,500

73 267,900 303,300 389,200

74 269,200 305,000 390,000

75 270,400 306,700 390,700

76 271,700 308,400 391,400

77 272,900 310,000 392,100

78 274,200 311,500 392,800

79 275,500 313,000 393,500

80 276,800 314,500 394,200

81 278,000 315,900 394,900

82 279,100 317,400 395,600

83 280,200 318,900 396,200

84 281,300 320,400 396,900

85 282,400 321,900 397,500

86 283,500 323,100 398,200

87 284,600 324,200 398,800

88 285,700 325,400 399,500

89 286,700 326,500 400,100

90 287,500 327,600 400,800

91 288,300 328,700 401,400

92 289,100 329,800 402,000

93 289,900 330,800 402,600

94 290,600 331,800 403,300

95 291,200 332,700 403,900

96 291,800 333,700 404,500



97 292,400 334,600 405,100

98 335,300 405,800

99 335,900 406,400

100 336,500 407,000

101 337,100 407,600

102 337,800 408,200

103 338,500 408,700

104 339,200 409,300

105 339,800 409,800

106 340,500

107 341,100

108 341,800

109 342,400

再任用
職員

214,200 246,700 266,800

備考　この表は、小学校、中学校及び特別支援学校に勤務する学校栄養職員に適用する。



１　級 ２　級 ３　級 ４　級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

1 141,900 232,300 268,800 304,900

2 143,100 234,100 270,900 307,000

3 144,200 235,800 272,900 309,000

4 145,300 237,600 275,000 311,100

5 146,400 239,300 277,000 313,100

6 147,700 241,000 279,000 315,100

7 149,000 242,700 281,000 317,100

8 150,300 244,400 283,000 319,100

9 151,600 246,000 284,900 321,100

10 153,400 247,700 286,900 323,100

11 155,100 249,400 288,800 325,100

12 156,900 251,100 290,800 327,100

13 158,600 252,800 292,700 329,000

14 160,400 254,500 294,700 331,000

15 162,100 256,200 296,600 332,900

16 163,900 257,900 298,600 334,800

17 165,700 259,600 300,500 336,700

18 167,500 261,300 302,500 338,600

19 169,300 263,000 304,400 340,500

20 171,100 264,700 306,400 342,400

21 172,800 266,400 308,300 344,200

22 174,600 268,100 310,300 346,100

23 176,400 269,800 312,200 347,900

24 178,200 271,500 314,100 349,800

25 179,900 273,200 316,000 351,600

26 181,700 274,900 318,000 353,400

27 183,500 276,600 319,900 355,200

28 185,300 278,300 321,800 357,000

29 187,100 280,000 323,700 358,800

30 188,900 281,700 325,600 360,600

31 190,700 283,400 327,500 362,300

32 192,500 285,100 329,400 364,100

33 194,300 286,800 331,300 365,800

34 196,200 288,500 333,200 367,500

35 198,000 290,200 335,000 369,200

36 199,800 291,900 336,900 370,900

37 201,600 293,500 338,700 372,500

38 203,500 295,200 340,600 374,100

39 205,300 296,900 342,400 375,700

40 207,200 298,600 344,300 377,300

41 209,000 300,200 346,100 378,800

42 210,900 301,800 347,700 380,400

43 212,800 303,300 349,200 381,900

44 214,700 304,900 350,700 383,500

45 216,600 306,400 352,200 385,000

別表第３（第４条関係）

職員の
区分

　 職務の
　　　 級
号給

 再任用
 教職員
 以外の
 教職員

学　　校　　事　　務　　職　　給　　料　　表



46 218,600 307,900 353,800 386,300

47 220,500 309,400 355,300 387,600

48 222,400 310,900 356,800 388,900

49 224,300 312,300 358,300 390,200

50 226,300 313,700 359,700 391,400

51 228,200 315,100 361,000 392,600

52 230,200 316,500 362,400 393,800

53 232,100 317,800 363,700 394,900

54 234,000 319,200 364,900 395,700

55 235,900 320,500 366,100 396,500

56 237,800 321,900 367,300 397,300

57 239,700 323,200 368,500 398,000

58 241,700 324,600 369,600 398,700

59 243,500 325,900 370,600 399,400

60 245,300 327,300 371,700 400,100

61 246,800 328,600 372,700 400,800

62 248,600 329,600 373,700 401,500

63 250,400 330,600 374,600 402,100

64 252,200 331,600 375,600 402,800

65 254,000 332,500 376,500 403,400

66 255,800 333,400 377,400 404,000

67 257,500 334,200 378,300 404,600

68 259,200 335,100 379,200 405,200

69 260,900 335,900 380,000 405,800

70 262,500 336,700 380,800 406,200

71 264,100 337,500 381,600 406,500

72 265,700 338,300 382,400 406,900

73 267,300 339,100 383,200 407,200

74 268,500 339,900 384,000 407,600

75 269,600 340,700 384,700 407,900

76 270,800 341,500 385,500 408,300

77 271,900 342,200 386,200 408,600

78 272,900 343,000 386,900 409,000

79 273,900 343,800 387,500 409,300

80 274,900 344,600 388,100 409,700

81 275,800 345,300 388,700 410,000

82 276,600 345,900 389,300 410,400

83 277,400 346,400 389,900 410,700

84 278,200 346,900 390,500 411,000

85 279,000 347,400 391,000 411,300

86 279,500 347,900 391,500 411,600

87 279,900 348,400 392,000 411,900

88 280,300 348,900 392,500 412,200

89 280,700 349,400 393,000 412,500

90 349,900 393,500

91 350,400 394,000

92 350,900 394,500

93 351,400 394,900

94 351,900 395,400

95 352,400 395,800

96 352,900 396,200



97 353,300 396,600

98 353,800 397,000

99 354,200 397,400

100 354,700 397,800

101 355,100 398,200

再任用
職員

214,000 242,100 265,000 288,100

備考　この表は、小学校、中学校及び特別支援学校に勤務する事務職員に適用する。



別表第４（第４条関係） 

 ア 教育職給料表 に係る等級別基準職務表 

職務の級 基準となる職務

１級
高等学校又は特別支援学校（以下この表において「高等学校等」と

いう。）の助教諭、養護助教諭、講師又は実習助手の職務

２級 高等学校等の教諭、養護教諭又は主任実習助手の職務

特２級 高等学校等の主幹教諭の職務

３級 高等学校等の教頭の職務

４級 高等学校等の校長の職務

イ 教育職給料表 に係る等級別基準職務表 

職務の級 基準となる職務

１級
小学校又は中学校（以下この表において「小学校等」という。）の

助教諭、養護助教諭又は講師の職務

２級 小学校等の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務

特２級 小学校等の主幹教諭の職務

３級 小学校等の教頭の職務

４級 小学校等の校長の職務

ウ 学校栄養職給料表に係る等級別基準職務表 

職務の級 基準となる職務

１級 栄養技師の職務

２級

 栄養主任の職務 

 困難な業務を所掌する栄養技師の職務 

 専門員の職務

３級

 栄養主査の職務 

 困難な業務を行う栄養主任の職務 

 主任専門員の職務

エ 学校事務職給料表に係る等級別基準職務表 

職務の級 基準となる職務

１級 事務主事の職務

２級
 事務主任の職務 

 専門員の職務 

３級  事務主査の職務 



 困難な業務を行う事務主任の職務 

 主任専門員の職務 

４級 事務主幹の職務 



さいたま市条例第２２号 

さいたま市教職員退職手当条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。

）第２４条第５項の規定に基づき、教職員の退職手当に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（退職手当の支給） 

第２条 この条例の規定による退職手当は、さいたま市教職員の給与に関する条例（

平成２９年さいたま市条例第２１号。以下「教職員給与条例」という。）の適用を

受ける教職員（教職員給与条例の適用を受けた後、引き続いてさいたま市職員の給

与に関する条例（平成１３年さいたま市条例第４２号）の適用を受けることとなっ

た者を含む。）のうち、常時勤務に服することを要する者（法第２８条の４第１項、

第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用され

た者を除く。以下「教職員」という。）が退職した場合に、その者（死亡による退

職の場合には、その遺族）に支給する。 

２ 教職員以外の者で、教職員給与条例の適用を受けるもののうち、次の各号に掲げ

るものは、教職員とみなして、この条例（第７条中１１年以上２５年未満の期間勤

続した者の通勤による負傷又は病気（以下「傷病」という。）による退職及び死亡

による退職に係る部分以外の部分並びに第８条中公務上の傷病又は死亡による退職

に係る部分並びに２５年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡によ

る退職に係る部分以外の部分を除く。）の規定を適用する。 

 勤務時間その他の勤務条件が教職員に準じる者で、１２月以上の期間勤務する

こととされているもの 

 前号に掲げる者以外のもののうち、教職員について定められている勤務時間以

上勤務した日（法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しない

こととされ、又は休暇を与えられた日を含む。）が１８日以上ある月が引き続い

て１２月を超えるに至ったもので、その超えるに至った月以後引き続き当該勤務

時間により勤務することとされているもの 

（遺族の範囲及び順位） 



第３条 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。 

 配偶者（届出をしていないが、教職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情

にあった者を含む。） 

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で教職員の死亡当時主としてその収入によ

って生計を維持していたもの 

 前号に掲げる者のほか、教職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維

持していた親族 

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第２号に該当しないもの 

２ この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順

位により、同項第２号及び第４号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる

順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、

祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を

先にし父母の実父母を後にする。 

３ この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が２人以上

ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。 

４ 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺

族としない。 

 教職員を故意に死亡させた者 

 教職員の死亡前に、当該教職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当

の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡

させた者 

（退職手当の支払） 

第４条 次条及び第１７条の規定による退職手当（以下「一般の退職手当」という。

）並びに第２３条の規定による退職手当は、教職員が退職した日から起算して１月

以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当

の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合

は、この限りでない。 

（一般の退職手当） 

第５条 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第１０条まで及び第１３条か



ら第１５条までの規定により計算した退職手当の基本額に、第１６条の規定により

計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。 

（自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額） 

第６条 次条又は第８条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職

手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料（これに相当する給与を含む。以

下同じ。）の月額（給料が月額以外で定められている者については、別に市教育委

員会（以下「委員会」という。）が定める額とし、教職員が休職、停職、減給その

他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの

事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「

給料月額」という。）に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲

げる割合を乗じて得た額の合計額とする。 

 １年以上１０年以下の期間については、１年につき１００分の１００ 

 １１年以上１５年以下の期間については、１年につき１００分の１１０ 

 １６年以上２０年以下の期間については、１年につき１００分の１６０ 

 ２１年以上２５年以下の期間については、１年につき１００分の２００ 

 ２６年以上３０年以下の期間については、１年につき１００分の１６０ 

 ３１年以上の期間については、１年につき１００分の１２０ 

２ 前項に規定する者のうち、傷病（厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）

第４７条第２項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。

次条第２項及び第８条において同じ。）又は死亡によらず、その者の都合により退

職した者（第２６条第１項各号に掲げる者を含む。以下この項及び第１６条第４項

において「自己都合等退職者」という。）に対する退職手当の基本額は、自己都合

等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項

の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 勤続期間１年以上１０年以下の者 １００分の６０ 

 勤続期間１１年以上１５年以下の者 １００分の８０ 

 勤続期間１６年以上１９年以下の者 １００分の９０ 

（１１年以上２５年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額） 

第７条 １１年以上２５年未満の期間勤続して退職した者（法第２８条の２第１項の



規定により退職した者（法第２８条の３第１項の期限又は同条第２項の規定により

延長された期限の到来により退職した者を含む。）若しくはこれに準じる他の法令

の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者

の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって委員会が市長の承認を得た

ものに限る。）又は２５年未満の期間勤続し、勤務公署の移転により退職した者で

あって委員会が市長の承認を得たものに対する退職手当の基本額は、退職の日にお

けるその者の給料月額（以下「退職日給料月額」という。）に、その者の勤続期間

を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。 

 １年以上１０年以下の期間については、１年につき１００分の１２５ 

 １１年以上１５年以下の期間については、１年につき１００分の１３７．５ 

 １６年以上２４年以下の期間については、１年につき１００分の２００ 

２ 前項の規定は、１１年以上２５年未満の期間勤続した者で、通勤（地方公務員災

害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項及び第３項に規定する通勤を

いう。以下同じ。）による傷病により退職し、死亡（公務上の死亡を除く。）によ

り退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者（前項

の規定に該当する者を除く。）に対する退職手当の基本額について準用する。 

（整理退職等の場合の退職手当の基本額） 

第８条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生じ

ることにより退職した者であって委員会が市長の承認を得たもの、公務上の傷病若

しくは死亡により退職した者又は２５年以上勤続して退職した者（法第２８条の２

第１項の規定により退職した者（法第２８条の３第１項の期限又は同条第２項の規

定により延長された期限の到来により退職した者を含む。）若しくはこれに準じる

他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又

はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者若しくは勤務公署の移転に

より退職した者であって委員会が市長の承認を得たものに限る。）に対する退職手

当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して当該各

号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。 

 １年以上１０年以下の期間については、１年につき１００分の１５０ 

 １１年以上２５年以下の期間については、１年につき１００分の１６５ 



 ２６年以上３４年以下の期間については、１年につき１００分の１８０ 

 ３５年以上の期間については、１年につき１００分の１０５ 

２ 前項の規定は、２５年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡に

より退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者（前

項の規定に該当する者を除く。）に対する退職手当の基本額について準用する。 

 （給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退

職手当の基本額に係る特例） 

第９条 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定（給料月額の改定をす

る条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けて

いた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。）以外の理由によりその者の給

料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日（以下「減額日

」という。）における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の

給料月額のうち最も多いもの（以下「特定減額前給料月額」という。）が、退職日

給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前３条の規定に

かかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。 

 その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職

した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続

期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前３条の規定により計算した場合の

退職手当の基本額に相当する額 

 退職日給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じ

て得た額 

ア その者に対する退職手当の基本額が前３条の規定により計算した額であるも

のとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合 

イ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合 

２ 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職（この条例その他の条例の規定

により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。

）の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの（当該期間中

にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第１８条第５項に規定す

る教職員以外の地方公務員等、同項第４号に規定する特定一般地方独立行政法人等



職員若しくは第２２条第１項に規定する特定一般地方独立行政法人役員として退職

したことにより退職手当（これに相当する給付を含む。）の支給を受けたことがあ

る場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第１８条第７項の

規定により教職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は

第２６条第１項若しくは第２８条第１項の規定により一般の退職手当等（一般の退

職手当及び第２３条の規定による退職手当をいう。以下同じ。）の全部を支給しな

いこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったこと

がある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間（これらの退

職の日に教職員、第１８条第５項に規定する教職員以外の地方公務員等、同項第４

号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員又は第２２条第１項に規定する特定

一般地方独立行政法人役員となったときは、当該退職の日前の期間）を除く。）を

いう。 

 教職員としての引き続いた在職期間 

 第１８条第５項の規定により教職員としての引き続いた在職期間に含むものと

された教職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間 

 第１８条第５項第１号に規定する再び教職員となった者の同号に規定する教職

員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間 

 第１８条第５項第２号に規定する場合における先の教職員以外の地方公務員と

しての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職

員としての引き続いた在職期間及び後の教職員以外の地方公務員としての引き続

いた在職期間 

 第１８条第５項第３号に規定する場合における先の教職員以外の地方公務員等 

としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び 

後の教職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間 

 第１８条第５項第４号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職

員としての引き続いた在職期間及び教職員以外の地方公務員としての引き続いた

在職期間 

 第１８条第５項第５号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続

いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間 



 第１８条第５項第６号に規定する再び教職員となった者の同号に規定する特定

一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び教職員以外の地方

公務員としての引き続いた在職期間 

 第１８条第５項第７号に規定する再び教職員となった者の同号に規定する特定

公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職

期間 

 第１８条第６項に規定する場合における先の教職員以外の地方公務員としての

引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期

間及び後の教職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間 

 第２１条第１項に規定する再び教職員となった者の同項に規定する特定一般地

方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間 

 第２１条第２項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員とし

ての引き続いた在職期間 

 第２１条第３項第１号に規定する再び教職員となった者の同号に規定する先の

特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、教職員以外の地

方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員

としての引き続いた在職期間 

 第２１条第３項第２号に規定する再び教職員となった者の同号に規定する先の

特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在

職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間 

 第２１条第３項第３号に規定する場合における教職員以外の地方公務員として

の引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた

在職期間 

 第２１条第３項第４号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた

在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間 

 第２１条第３項第５号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人

等職員としての引き続いた在職期間、教職員以外の地方公務員としての引き続い

た在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期

間 



 第２１条第３項第６号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引

き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等

職員としての引き続いた在職期間 

 第２２条第１項に規定する再び教職員となった者の同項に規定する特定一般地

方独立行政法人役員としての引き続いた在職期間 

 第２２条第２項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人役員として

の引き続いた在職期間 

(21) 前各号に掲げる期間に準じるものとして委員会が定める在職期間 

（定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例） 

第１０条 第８条第１項に規定する者（２５年以上勤続し、法律の規定に基づく任期

を終えて退職した者及び勤務公署の移転により退職した者であって委員会が市長の

承認を得たものを除く。）のうち、定年に達した日以後における最初の３月３１日

から１年前までに退職した者であって、その勤続期間が２５年以上であり、かつ、

その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から１０年を減じた

年齢以上であるものに対する同項及び前条第１項の規定の適用については、次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句に読み替えるものとする。 

第８条第１項 退職日給料月額 退職日給料月額及び退職日給

料月額に退職の日において定

められているその者に係る定

年と退職の日におけるその者

の年齢との差に相当する年数

１年につき１００分の２を乗

じて得た額の合計額

第９条第１項

第１号

及び特定減額前給料月額 並びに特定減額前給料月額及

び特定減額前給料月額に退職

の日において定められている

その者に係る定年と退職の日

におけるその者の年齢との差

に相当する年数１年につき１

００分の２を乗じて得た額の



  合計額 

第９条第１項

第２号

退職日給料月額に、 退職日給料月額及び退職日給

料月額に退職の日において定

められているその者に係る定

年と退職の日におけるその者

の年齢との差に相当する年数

１年につき１００分の２を乗

じて得た額の合計額に、

第９条第１項

第２号イ

前号に掲げる額 その者が特定減額前給料月額

に係る減額日のうち最も遅い

日の前日に現に退職した理由

と同一の理由により退職した

ものとし、かつ、その者の同

日までの勤続期間及び特定減

額前給料月額を基礎として、

前３条の規定により計算した

場合の退職手当の基本額に相

当する額 

（公務又は通勤によることの認定の基準） 

第１１条 委員会は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によ

るものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定によ

り教職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における

認定の基準に準拠しなければならない。 

（勧奨の要件） 

第１２条 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、委員会が

定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。 

（退職手当の基本額の最高限度額） 

第１３条 第６条から第８条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給

料月額に６０を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗

じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 

第１４条 第９条第１項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる



同項第２号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項

の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。 

 ６０以上 特定減額前給料月額に６０を乗じて得た額 

 ６０未満 特定減額前給料月額に第９条第１項第２号イに掲げる割合を乗じて

得た額及び退職日給料月額に６０から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の

合計額 

第１５条 第１０条に規定する者に対する前２条の規定の適用については、次の表の

左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

に読み替えるものとする。 

第１３条 第６条から第８条まで 第１０条の規定により読み替

えて適用する第８条

 退職日給料月額 退職日給料月額及び退職日給

料月額に退職の日において定

められているその者に係る定

年と退職の日におけるその者

の年齢との差に相当する年数

１年につき１００分の２を乗

じて得た額の合計額 

 これらの 第１０条の規定により読み替

えて適用する第８条の 

第１４条 第９条第１項の 第１０条の規定により読み替

えて適用する第９条第１項の

 同項第２号イ 第１０条の規定により読み替

えて適用する同項第２号イ 

 同項の 同条の規定により読み替えて

適用する同項の 

第１４条第１

号

特定減額前給料月額 特定減額前給料月額及び特定

減額前給料月額に退職の日に

おいて定められているその者

に係る定年と退職の日におけ

るその者の年齢との差に相当

する年数１年につき１００分



  の２を乗じて得た額の合計額 

第１４条第２

号

特定減額前給料月額 特定減額前給料月額及び特定

減額前給料月額に退職の日に

おいて定められているその者

に係る定年と退職の日におけ

るその者の年齢との差に相当

する年数１年につき１００分

の２を乗じて得た額の合計額 

 第９条第１項第２号イ 第１０条の規定により読み替

えて適用する第９条第１項第

２号イ 

及び退職日給料月額 並びに退職日給料月額及び退

職日給料月額に退職の日にお

いて定められているその者に

係る定年と退職の日における

その者の年齢との差に相当す

る年数１年につき１００分の

２を乗じて得た額の合計額 

 当該割合 当該第１０条の規定により読

み替えて適用する同号イに掲

げる割合 

（退職手当の調整額） 

第１６条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間（第９条

第２項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。）の初日の属する月からその者

の基礎在職期間の末日の属する月までの各月（法第２７条及び第２８条の規定によ

る休職（公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、教職員を地方住宅

供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）に規定する地方住宅供給公社、地方道路

公社法（昭和４５年法律第８２号）に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大

の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）に規定する土地開発公社（以下「

地方公社」という。）又は国家公務員退職手当法施行令（昭和２８年政令第２１５

号。以下「施行令」という。）第６条に規定する法人（退職手当（これに相当する

給与を含む。）に関する規程において、教職員が地方公社又はその法人の業務に従



事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった

場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用さ

れる者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下

「休職指定法人」という。）の業務に従事させるための休職及びさいたま市教員の

休職の事由等に関する条例（平成２９年さいたま市条例第２０号）第３条第１項の

規定による休職を除く。）、法第２９条の規定による停職、教育公務員特例法（昭

和２４年法律第１号）第２６条第１項の規定による大学院修学休業その他これらに

準じる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月（現実に職務

に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。）のうち

委員会が定めるものを除く。）ごとに、当該各月にその者が属していた次の各号に

掲げる教職員の区分に応じて当該各号に定める額（以下「調整月額」という。）の

うちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第１順位から第６０順位

までの調整月額（当該各月の月数が６０月に満たない場合には、当該各月の調整月

額）を合計した額とする。 

 第１号区分 ７０，４００円 

 第２号区分 ６５，０００円 

 第３号区分 ５９，５５０円 

 第４号区分 ５４，１５０円 

 第５号区分 ４３，３５０円 

 第６号区分 ３２，５００円 

 第７号区分 ２７，１００円 

 第８号区分 ２１，７００円 

 第９号区分 零 

２ 退職した者の基礎在職期間に第９条第２項第２号から第２１号までに掲げる期間

が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、委員会が定める

ところにより、当該期間において教職員として在職していたものとみなす。 

３ 第１項各号に掲げる教職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級その他教職員

の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、教育委員会規則で定め

る。 



４ 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第１項の規定にかかわらず、

当該各号に定める額とする。 

 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が１年以上４年

以下のもの 第１項の規定により計算した額の２分の１に相当する額 

 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零 

 自己都合等退職者でその勤続期間が１０年以上２４年以下のもの 第１項の規

定により計算した額の２分の１に相当する額 

 自己都合等退職者でその勤続期間が９年以下のもの 零 

５ 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合に

おいて、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額

の計算に関し必要な事項は、委員会が定める。 

（一般の退職手当の額に係る特例） 

第１７条 第８条第１項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する

退職手当の額が、退職の日におけるその者の給料及び扶養手当（これに相当する給

与を含む。）の月額並びに地域手当（これに相当する給与を含む。）の月額の合計

額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、第５条、第８条、第

９条及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とす

る。 

 勤続期間１年未満の者 １００分の２７０ 

 勤続期間１年以上２年未満の者 １００分の３６０ 

 勤続期間２年以上３年未満の者 １００分の４５０ 

 勤続期間３年以上の者 １００分の５４０ 

（勤続期間の計算） 

第１８条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、教職員としての引き続い

た在職期間による。 

２ 前項の規定による在職期間の計算は、教職員となった日の属する月から退職した

日の属する月までの月数による。 

３ 教職員が退職した場合（第２６条第１項各号のいずれかに該当する場合を除く。

）において、その者が退職の日又はその翌日に再び教職員となったときは、前２項



の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。 

４ 前３項の規定による在職期間のうちに休職月等が１以上あったときは、その月数

の２分の１に相当する月数（法第５５条の２第１項ただし書に規定する事由又はこ

れに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、

その月数）を前３項の規定により計算した在職期間から除算する。 

５ 第１項に規定する教職員としての引き続いた在職期間には、教職員以外の地方公

務員又は国家公務員（国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第１８２号）第２条

に規定する者をいう。以下同じ。）（以下「教職員以外の地方公務員等」と総称す

る。）が引き続いて教職員となったときにおけるその者の教職員以外の地方公務員

等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の教

職員以外の地方公務員等として引き続いた在職期間については、前各項の規定を準

用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の教職員以外の地方公務員等

としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、こ

の条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与

の計算の基礎となった在職期間（当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその

者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人（

地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第２項に規定する特定地

方独立行政法人をいう。以下同じ。）の退職手当の支給の基準（同法第４８条第２

項又は第５１条第２項に規定する基準をいう。第２２条第１項を除き、以下同じ。

）において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日にお

けるその者の給料月額で除して得た数に１２を乗じて得た数（１未満の端数を生じ

たときは、その端数を切り捨てる。）に相当する月数）は、その者の教職員として

の引き続いた在職期間には含まないものとする。 

 教職員が、第３３条第２項の規定により退職手当を支給されないで教職員以外

の地方公務員等となり、引き続いて教職員以外の地方公務員等として在職した後

引き続いて教職員となった場合においては、先の教職員としての引き続いた在職

期間の始期から教職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期ま

での期間 

 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人（以下「地方公共団体等」という。



）で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共

団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方

独立行政法人（地方独立行政法人法第８条第３項に規定する一般地方独立行政法

人をいう。以下同じ。）、地方公社若しくは公庫等（国家公務員退職手当法第７

条の２第１項に規定する公庫等をいう。以下同じ。）（以下「一般地方独立行政

法人等」という。）に使用される者（役員及び常時勤務に服することを要しない

者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。）が、委員会若しくは

その委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給

されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方

公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般

地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員として

の勤続期間に通算することと定めているものの公務員（以下「特定地方公務員」

という。）が、委員会又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地

方独立行政法人又は地方公社で退職手当（これに相当する給与を含む。以下この

項において同じ。）に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行

政法人等職員が、委員会若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人

等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政

法人又は地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方

独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社

に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される

者（役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一

般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。）となるため退職

し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として

在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き教

職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて教職員となった場合にお

いては、先の教職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後

の教職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間 

 特定地方公務員又は国家公務員が、委員会又はその委任を受けた者の要請に応

じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の



一般地方独立行政法人等職員が、委員会若しくはその委任を受けた者又は一般地

方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公

庫等に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人

等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算す

ることと定めているものに使用される者（役員及び常時勤務に服することを要し

ない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。）となるため退職し、かつ、引

き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家

公務員となるため退職し、かつ、引き続き教職員以外の地方公務員等として在職

した後更に引き続いて教職員となった場合においては、先の教職員以外の地方公

務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の教職員以外の地方公務員等と

しての引き続いた在職期間の終期までの期間 

 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員（以下

「特定一般地方独立行政法人等職員」という。）が、一般地方独立行政法人等の

要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き教職

員以外の地方公務員として在職した後引き続いて教職員となった場合においては、

特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から教職員

以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間 

 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退

職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて教職員となった場

合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務

員としての引き続いた在職期間の終期までの期間 

 教職員が、委員会又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定一般地方独立行

政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職

員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続

き教職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて教職員となった場合にお

いては、先の教職員としての引き続いた在職期間の始期から教職員以外の地方公

務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間 

 教職員が、委員会又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員とな

るため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家



公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続い

て教職員となった場合においては、先の教職員としての引き続いた在職期間の始

期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間 

６ 移行型一般地方独立行政法人（地方独立行政法人法第５９条第２項に規定する移

行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の成立の日の前日に特定地方公務

員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員とな

った者に対する前項第２号の規定の適用については、同条第２項の規定により地方

公務員としての身分を失ったことを委員会の要請に応じ特定一般地方独立行政法人

職員となるため退職したこととみなす。 

７ 前各項の規定により計算した在職期間に１年未満の端数がある場合には、その端

数は切り捨てる。ただし、法第２８条の２第１項の規定による退職（法第２８条の

３第１項の期限又は同条第２項の規定により延長された期限の到来による退職を含

む。）、非違によらない勧奨による退職、死亡による退職又は公務上の傷病による

退職に係る６月以上の端数及び在職期間が６月以上１年未満（第６条第１項（傷病

又は死亡による退職に係る部分に限る。）、第７条第１項又は第８条第１項の規定

により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、１年未満）の退職に係る端数

は、これを１年とする。 

８ 前項の規定は、前条又は第２４条の規定により退職手当の額を計算する場合にお

ける勤続期間の計算については、適用しない。 

９ 第２４条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算につ

いては、前各項の規定により計算した在職期間に１月未満の端数がある場合には、

その端数は切り捨てる。 

（勤続期間の計算の特例） 

第１９条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算

については、当該各号に掲げる期間は、前条第１項に規定する教職員としての引き

続いた在職期間とみなす。 

 第２条第２項第２号に規定する者 その者の教職員について定められている勤

務時間以上勤務した日が１８日以上ある月が引き続いて１２月を超えるに至るま

でのその引き続いて勤務した期間 



 第２条第２項第２号に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の

うち、教職員について定められている勤務時間以上勤務した日が１８日以上ある

月が引き続いて１２月を超えるに至るまでの間に引き続いて教職員となり、通算

して１２月を超える期間勤務したもの その教職員となる前の引き続いて勤務し

た期間 

第２０条 第１８条第５項に規定する教職員以外の地方公務員等としての引き続いた

在職期間には、第２条第２項に規定する者に相当する教職員以外の地方公務員等と

しての引き続いた在職期間を含むものとする。 

２ 前条の規定は、教職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の

基礎となる勤続期間の計算について準用する。 

（一般地方独立行政法人等から復帰した教職員等の在職期間の計算） 

第２１条 教職員のうち、委員会又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて

特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方

独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び教職員となった者の第１８条

第１項の規定による在職期間の計算については、先の教職員としての在職期間の始

期から後の教職員としての在職期間の終期までの期間は、教職員としての引き続い

た在職期間とみなす。 

２ 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引

き続いて教職員となるため退職し、かつ、引き続いて教職員となった場合における

その者の第１８条第１項に規定する教職員としての引き続いた在職期間には、その

者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとす

る。 

３ 前２項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職

期間については、第１８条（第５項及び第６項を除く。）の規定を準用して計算す

るほか、次に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在

職期間として計算するものとする。 

 教職員が、委員会又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般

地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行

政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、か



つ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立

行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等

職員として在職した後引き続いて再び教職員となった場合においては、先の教職

員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員

としての引き続いた在職期間の終期までの期間 

 教職員が、委員会又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫

等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き

続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した

後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等

職員として在職した後引き続いて再び教職員となった場合においては、先の教職

員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続い

た在職期間の終期までの期間 

 特定地方公務員が、委員会又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて

特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地

方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて教職員となった場合において

は、教職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地

方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間 

 国家公務員が、委員会又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定

公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後

引き続いて教職員となった場合においては、国家公務員としての引き続いた在職

期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間 

 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、

引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員と

して在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職

し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き

続いて教職員となるため退職し、かつ、引き続いて教職員となった場合において

は、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期か

ら後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期まで

の期間 



 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退

職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職

員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き

続いて教職員となるため退職し、かつ、引き続いて教職員となった場合において

は、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等

職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間 

４ 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に教職員として在職する者が、地

方独立行政法人法第５９条第２項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立

行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員と

して在職した後引き続いて教職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の

基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人

の職員としての在職期間を教職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、

その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を

受けているときは、この限りでない。 

５ 第１６条第１項に規定する休職指定法人に使用される者が、その身分を保有した

まま引き続いて教職員となった場合におけるその者の第１８条第１項の規定による

在職期間の計算については、教職員としての在職期間は、なかったものとみなす。

ただし、別に委員会が定める場合においては、この限りでない。 

第２２条 教職員のうち、委員会又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて

一般地方独立行政法人で、退職手当の支給の基準（地方独立行政法人法第５６条第

１項において準用する同法第４８条第２項に規定する基準をいう。）において、教

職員が委員会又はその委任を受けた者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、

引き続いて当該一般地方独立行政法人の役員となった場合に、教職員としての勤続

期間を当該一般地方独立行政法人の役員としての勤続期間に通算することと定めて

いるものの役員（常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この条及び第３

３条第７項において「特定一般地方独立行政法人役員」という。）となるため退職

し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人役員として在職した後引き続いて再

び教職員となった者の第１８条第１項の規定による在職期間の計算については、先

の教職員としての在職期間の始期から後の教職員としての在職期間の終期までの期



間は、教職員としての引き続いた在職期間とみなす。 

２ 特定一般地方独立行政法人役員が、一般地方独立行政法人の要請に応じ、引き続

いて教職員となるため退職し、かつ、引き続いて教職員となった場合におけるその

者の第１８条第１項に規定する教職員としての引き続いた在職期間には、その者の

特定一般地方独立行政法人役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。 

３ 前２項の場合における特定一般地方独立行政法人役員としての在職期間について

は、第１８条（第５項及び第６項を除く。）の規定を準用して計算するものとする。 

（予告を受けない退職者の退職手当） 

第２３条 教職員の退職が労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第２０条及び第２

１条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に

含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額

に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当と

して支給する。 

（失業者の退職手当） 

第２４条 教職員に係る失業者の退職手当については、さいたま市職員退職手当条例

（平成１３年さいたま市条例第４６号。以下「市職員退職手当条例」という。）第

１６条の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「教職員

」と、「市長」とあるのは「委員会」と、同条第２項中「職員等」とあるのは「教

職員等」と読み替えるものとする。 

（定義） 

第２５条 この条から第３２条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

 懲戒免職等処分 法第２９条の規定による懲戒免職の処分その他の教職員とし

ての身分を当該教職員の非違を理由として失わせる処分をいう。 

 退職手当管理機関 法その他の法令の規定により教職員の退職（この条例その

他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととして

いる退職を除く。以下この条から第３２条までにおいて同じ。）の日において当

該教職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関をいう。ただし、当

該機関が当該教職員の退職後に廃止された場合における当該教職員については、



当該教職員の占めていた職（当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当

する職）を占める教職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関をいう。 

（懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限） 

第２６条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退

職手当管理機関は、当該退職をした者（当該退職をした者が死亡したときは、当該

退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に対し、事情

（当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状

況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該

非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程

度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響をいう。）を勘案して、当該一

般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。 

 懲戒免職等処分を受けて退職をした者 

 法第２８条第４項の規定による失職（法第１６条第１号に該当する場合を除く。

）をした者又はこれに準じる退職をした者 

２ 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した

書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。 

３ 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受

けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を公示することをもって通知

に代えることができる。この場合においては、その公示した日から起算して２週間

を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。 

（退職手当の支払の差止め） 

第２７条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退

職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の

額の支払を差し止める処分を行うものとする。 

 教職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定

められているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規

定する略式手続によるものを除く。以下同じ。）をされた場合において、その判

決の確定前に退職をしたとき。 

 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合に



おいて、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴を

されたとき。 

２ 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていな

い場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当

管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止

める処分を行うことができる。 

 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が

逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調

査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであ

って、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確

保する上で支障を生じると認めるとき。 

 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等

の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分

を受けるべき行為（在職期間中の教職員の非違に当たる行為であって、その非違

の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。

以下同じ。）をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったと

き。 

３ 死亡による退職をした者の遺族（退職をした者（死亡による退職の場合には、そ

の遺族）が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したこと

により当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下こ

の項において同じ。）に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場

合において、前項第２号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、

当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことが

できる。 

４ 前３項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分（以下「支払

差止処分」という。）を受けた者は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）

第１８条第１項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後

の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し、その

取消しを申し立てることができる。 



５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、次の

各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消

さなければならない。ただし、第３号に該当する場合において、当該支払差止処分

を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されて

いるときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認め

るときは、この限りでない。 

 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴

又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合 

 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴

又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合（禁錮以上の刑に処せられ

た場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。）又は公訴を提起しない処分があ

った場合であって、次条第１項の規定による処分を受けることなく、当該判決が

確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から６月を経過した場合 

 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る

刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第１項の規定による処分を受

けることなく、当該支払差止処分を受けた日から１年を経過した場合 

６ 第３項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、当該支払差止処

分を受けた者が次条第２項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を

受けた日から１年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなけ

ればならない。 

７ 前２項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が、当該支払差止

処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払

を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるも

のではない。 

８ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第２４条の規定

の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の

退職手当等の支給を受けない者とみなす。 

９ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取

り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合（これらの規



定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等

の額の支払を受ける権利を承継した者が第３項の規定による支払差止処分を受ける

ことなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。）におい

て、当該退職をした者が既に第２４条の規定による退職手当の額の支払を受けてい

るときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職

手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が

既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退

職手当等は、支払わない。 

１０ 前条第２項及び第３項の規定は、支払差止処分について準用する。 

（退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） 

第２８条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われ

ていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退

職手当管理機関は、当該退職をした者（第１号又は第２号に該当する場合において、

当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権

利を承継した者）に対し、第２６条第１項に規定する事情及び同項各号に規定する

退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当

等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。 

 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基

礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当該退職後に禁錮以上の刑

に処せられたとき。 

 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員とし

ての引き続いた在職期間中の行為に関し法第２９条第３項の規定による懲戒免職

処分（以下「再任用教職員に対する免職処分」という。）を受けたとき。 

 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（再任用教職員に対する免職処分

の対象となる者を除く。）について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の

算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受け

るべき行為をしたと認めたとき。 

２ 死亡による退職をした者の遺族（退職をした者（死亡による退職の場合には、そ

の遺族）が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したこと



により当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下こ

の項において同じ。）に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場

合において、前項第３号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、

当該遺族に対し、第２６条第１項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当

等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。 

３ 退職手当管理機関は、第１項第３号又は前項の規定による処分を行おうとすると

きは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。 

４ さいたま市行政手続条例（平成１３年さいたま市条例第２２号）第３章第２節の

規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。 

５ 第２６条第２項及び第３項の規定は、第１項及び第２項の規定による処分につい

て準用する。 

６ 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第１項又は第２項の規定により当該

一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払

差止処分は、取り消されたものとみなす。 

（退職をした者の退職手当の返納） 

第２９条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後

において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機

関は、当該退職をした者に対し、第２６条第１項に規定する事情のほか、当該退職

をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者

が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第２４条において読み替えて準

用する市職員退職手当条例第１６条第３項、第６項又は第８項の規定による退職手

当の支給を受けることができた者（次条第１項及び第３１条において「失業手当受

給可能者」という。）であった場合にあっては、これらの規定により算出される金

額（次条第１項及び第３１条において「失業者退職手当額」という。）を除く。）

の全部又は一部の返納を命じる処分を行うことができる。 

 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑

に処せられたとき。 

 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員とし

ての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用教職員に対する免職処分を受けた



とき。 

 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（再任用教職員に対する免職処分

の対象となる者を除く。）について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎と

なる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為を

したと認めたとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第２４条において読み替えて準用

する市職員退職手当条例第１６条第１項、第５項又は第７項の規定による退職手当

の額の支払を受けている場合（受けることができる場合を含む。）における当該退

職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項

の規定による処分を行うことができない。 

３ 第１項第３号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日か

ら５年以内に限り、行うことができる。 

４ 退職手当管理機関は、第１項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分

を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。 

５ さいたま市行政手続条例第３章第２節の規定は、前項の規定による意見の聴取に

ついて準用する。 

６ 第２６条第２項の規定は、第１項の規定による処分について準用する。 

（遺族の退職手当の返納） 

第３０条 死亡による退職をした者の遺族（退職をした者（死亡による退職の場合に

は、その遺族）が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡し

たことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。

以下この項において同じ。）に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後にお

いて、前条第１項第３号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、

当該遺族に対し、当該退職の日から１年以内に限り、第２６条第１項に規定する事

情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額（当該退

職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除

く。）の全部又は一部の返納を命じる処分を行うことができる。 

２ 第２６条第２項並びに前条第２項及び第４項の規定は、前項の規定による処分に

ついて準用する。 



３ さいたま市行政手続条例第３章第２節の規定は、前項において準用する前条第４

項の規定による意見の聴取について準用する。 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第３１条 退職をした者（死亡による退職の場合には、その遺族）に対し当該退職に

係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の

支払を受けた者（以下この条において「退職手当の受給者」という。）が当該退職

の日から６月以内に第２９条第１項又は前条第１項の規定による処分を受けること

なく死亡した場合（次項から第５項までに規定する場合を除く。）において、当該

退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人（包括受遺者を含

む。以下この条において同じ。）に対し、当該退職の日から６月以内に、当該退職

をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続い

た在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な

理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続

人に到達した日から６月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該

一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に

懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般

の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあって

は、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命じる処分

を行うことができる。 

２ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に第２９条第５項又は前条第３

項において準用するさいたま市行政手続条例第１５条第１項の規定による通知を受

けた場合において、第２９条第１項又は前条第１項の規定による処分を受けること

なく死亡したとき（次項から第５項までに規定する場合を除く。）は、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、

当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の

退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免

職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職

手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失

業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命じる処分を行う



ことができる。 

３ 退職手当の受給者（遺族を除く。以下この項から第５項までにおいて同じ。）が、

当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をさ

れた場合（第２７条第１項第１号に該当する場合を含む。次項において同じ。）に

おいて、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第２９条第１項の規

定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関

は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者

の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定

の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき

行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職

をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。

）の全部又は一部に相当する額の納付を命じる処分を行うことができる。 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為に係る

刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処

せられた後において第２９条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したと

きは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から

６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該

刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当

等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者

退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命じる処分を行うこと

ができる。 

５ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に当該退職に係る一般の退職手

当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再

任用教職員に対する免職処分を受けた場合において、第２９条第１項の規定による

処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該

退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人

に対し、当該退職をした者が当該行為に関し再任用教職員に対する免職処分を受け

たことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受

給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に



相当する額の納付を命じる処分を行うことができる。 

６ 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第２６条第１項に規定する事

情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財

産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得を

した又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計

の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。

この場合において、当該相続人が２人以上あるときは、各相続人が納付する金額の

合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。 

７ 第２６条第２項並びに第２９条第２項及び第４項の規定は、第１項から第５項ま

での規定による処分について準用する。 

８ さいたま市行政手続条例第３章第２節の規定は、前項において準用する第２９条

第４項の規定による意見の聴取について準用する。 

（市人事委員会による調査審議） 

第３２条 市人事委員会は、退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手

当の支給制限等の処分について調査審議する。 

２ 退職手当管理機関は、第２８条第１項第３号若しくは第２項、第２９条第１項、

第３０条第１項又は前条第１項から第５項までの規定による処分（以下この条にお

いて「退職手当の支給制限等の処分」という。）を行おうとするときは、市人事委

員会に諮問しなければならない。 

３ 市人事委員会は、第２８条第２項、第３０条第１項又は前条第１項から第５項ま

での規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受け

るべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。 

４ 市人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に

係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載

した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳

述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。 

５ 市人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に

係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求

めることができる。 



 （教職員が退職した後に引き続き教職員となった場合等における退職手当の不支給

） 

第３３条 教職員が退職した場合（第２６条第１項各号のいずれかに該当する場合を

除く。）において、その者が退職の日又はその翌日に再び教職員となったときは、

この条例の規定による退職手当は、支給しない。 

２ 教職員が引き続いて教職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の

教職員としての勤続期間が、教職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する

規定又は退職手当の支給の基準により、教職員以外の地方公務員等としての勤続期

間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給し

ない。 

３ 教職員が第２１条第１項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般

地方独立行政法人等職員となった場合又は同条第２項の規定に該当する教職員が退

職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合においては、

委員会が別に定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。 

４ 地方独立行政法人法第５９条第２項の規定により教職員が移行型一般地方独立行

政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当

は、支給しない。 

５ 教職員が第２２条第１項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般

地方独立行政法人役員となった場合又は同条第２項の規定に該当する教職員が退職

し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人役員となった場合においては、こ

の条例の規定による退職手当は、支給しない。 

（退職手当の支払方法の特例） 

第３４条 退職手当の支払について、退職手当の支給を受ける者から自己名義の口座

への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支払うことができる。 

（委任） 

第３５条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 



（さいたま市立学校職員の退職手当の支給制限等の処分に係る手続に関する条例の

廃止） 

２ さいたま市立学校職員の退職手当の支給制限等の処分に係る手続に関する条例（

平成２２年さいたま市条例第１１号）は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに退職した者で、職

員の退職手当に関する条例（昭和３８年埼玉県条例第１８号。以下「県退職手当条

例」という。）又は県費負担教職員の給与負担等の移譲等に伴う関係条例の整備に

関する条例（平成２９年さいたま市条例第３号）第１条の規定による廃止前のさい

たま市教育職員の給与等に関する条例（平成１３年さいたま市条例第１１０号。以

下「廃止前の市教育職員給与等条例」という。）の適用を受けていたものの退職手

当の支給又はこれに関する処分、手続その他の行為については、なお従前の例によ

る。

（勤続期間についての経過措置） 

４ 施行日の前日において学校職員の給与に関する条例（昭和３１年埼玉県条例第３

３号。以下「県学校職員給与条例」という。）又は廃止前の市教育職員給与等条例

の適用を受けていた者で引き続きこの条例の適用を受けることとなったもの（以下

「継続教職員」という。）及び次項の規定により教職員とみなされる者の、施行日

前における県退職手当条例の規定（廃止前の市教育職員給与等条例第３条の規定に

よりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。）又は市職員退職手当条例

の規定による退職手当の算定の基礎となる勤続期間については、この条例の規定に

よる退職手当の算定の基礎となる勤続期間に通算する。 

（教職員とみなす者の特例）

５ 施行日前に県学校職員給与条例又は廃止前の市教育職員給与等条例の適用を受け

ていた者で引き続き施行日前又は施行日においてさいたま市職員の給与に関する条

例（平成１３年さいたま市条例第４２号）の適用を受けることとなったもの（施行

日の前日までに退職した者で、施行日以後県退職手当条例の規定又は市職員退職手

当条例の規定による退職手当を支給されるものを除く。）は、第２条第１項に規定

する教職員とみなす。 



６ 第２条第２項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者が、教職員

について定められている勤務時間以上勤務した日が１８日以上ある月が引き続いて

６月を超えるに至った場合には、この条例の適用については、当分の間、その者を

同項第２号に掲げる者とみなす。この場合において、その者に対する一般の退職手

当の額は、第５条から第１０条まで及び第１３条から第１７条までの規定により計

算した退職手当の額の１００分の５０に相当する額とする。 

７ 前項の規定の適用を受ける者（引き続き同項に規定する者であるものとした場合

に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。）に対する第１９条の規定

の適用については、同条中「１２月」とあるのは、「６月」とする。 

（在職期間の通算の特例） 

８ 施行日以後にこの条例の適用を受けることとなった者（附則第４項の規定の適用

を受ける教職員を除く。）で、昭和６０年３月３１日に日本たばこ産業株式会社法

（昭和５９年法律第６９号）附則第１２条第１項の規定による解散前の日本専売公

社の職員として在職していた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員とな

り、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後教職員となっ

た場合又は同日に日本電信電話株式会社等に関する法律（昭和５９年法律第８５号

）附則第４条第１項の規定による解散前の日本電信電話公社の職員として在職して

いたものが、引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本

電信電話株式会社の職員として在職した後教職員となった場合におけるその者の退

職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ

事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（昭和５９年法律第７１号）

第４条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律（昭和５９年法律第８７号）第５条の規定による改正前の国家公

務員等退職手当法第２条第２項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び昭

和６０年４月１日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員

としての在職期間を教職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者

が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手

当（これに相当する給付を含む。）の支給を受けているときは、この限りでない。 

９ 施行日以後にこの条例の適用を受けることとなった者（附則第４項の規定の適用



を受ける教職員を除く。）で、昭和６２年３月３１日に日本国有鉄道改革法（昭和

６１年法律第８７号）附則第２項の規定による廃止前の日本国有鉄道法（昭和２３

年法律第２５６号）第１条の規定により設立された日本国有鉄道（以下「旧日本国

有鉄道」という。）の職員として在職したものが、引き続いて日本国有鉄道改革法

第１１条第２項に規定する承継法人であって同条第１項の規定により運輸大臣が指

定する法人以外のもの又は同法第１５条に規定する日本国有鉄道清算事業団の債務

等の処理に関する法律（平成１０年法律第１３６号）附則第２条第１項の規定によ

る解散前の日本国有鉄道清算事業団（以下この項において「承継法人等」という。

）の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて教

職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算に

ついては、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和６

２年４月１日以後の承継法人等の職員としての在職期間を教職員としての引き続い

た在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当

（これに相当する給付を含む。）の支給を受けているときは、この限りでない。 

１０ 施行日以後にこの条例の適用を受けることとなった者（附則第４項の規定の適

用を受ける教職員を除く。）で、平成１０年１０月２１日に日本国有鉄道清算事業

団の債務等の処理に関する法律附則第２条第１項の規定による解散前の日本国有鉄

道清算事業団（以下この項において「旧事業団」という。）の職員として在職した

もの（同法附則第２５条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法（昭和

６１年法律第９３号）第３６条第１項の規定の適用を受けた者に限る。）が、引き

続いて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成１４年法律第１８０

号）附則第２条第１項の規定による解散前の日本国有鉄道建設公団（以下この項に

おいて「旧公団」という。）の職員となり、かつ、引き続き旧公団の職員として在

職した後引き続いて教職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎と

なる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、

旧事業団の職員としての在職期間及び旧公団の職員としての在職期間を教職員とし

ての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が旧事業団又は旧公団を退職し

たことにより退職手当（これに相当する給付を含む。）の支給を受けているときは、

この限りでない。 



１１ 施行日以後にこの条例の適用を受けることとなった者（附則第４項の規定の適

用を受ける教職員除く。）で、平成１６年３月３１日に国立大学法人法（平成１５

年法律第１１２号）附則別表第１の上欄に掲げる機関（以下「旧機関」という。）

の職員として在職したものが、同法附則第４条の規定により引き続いて国立大学法

人等（同法第２条第１項に規定する国立大学法人及び同条第３項に規定する大学共

同利用機関法人をいう。以下同じ。）の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人

等の職員として在職した後引き続いて教職員となった場合におけるその者の退職手

当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員

としての引き続いた在職期間を教職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただ

し、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当（これに相当する給付

を含む。）の支給を受けているときは、この限りでない。 

１２ 施行日以後にこの条例の適用を受けることとなった者（附則第４項の規定の適

用を受ける教職員を除く。）で、旧機関の職員が、第１８条第５項に規定する事由

によって引き続いて教職員となり、かつ、引き続いて教職員として在職した後引き

続いて国立大学法人等の職員となった場合その他これに類する場合として委員会が

定める場合において、その者の教職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の

退職手当の支給の基準（国立大学法人法第３５条において準用する独立行政法人通

則法（平成１１年法律第１０３号）第５０条の１０第２項に規定する基準をいう。

）により、当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定めら

れているときは、委員会が定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、

支給しない。 

（退職手当の基本額の特例） 

１３ 当分の間、３５年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、

第６条から第１０条までの規定により計算した額にそれぞれ１００分の８７を乗じ

て得た額とする。この場合において、第１７条中「前条」とあるのは、「前条並び

に附則第１３項」とする。 

１４ 当分の間、３６年以上４２年以下の期間勤続して退職した者で第６条第１項の

規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第９条の規

定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。 



１５ 当分の間、３５年を超える期間勤続して退職した者で第８条の規定に該当する

退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を３５年として附

則第１３項の規定の例により計算して得られる額とする。 

１６ 当分の間、４２年を超える期間勤続して退職した者で第６条第１項の規定に該

当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、そ

の者が第８条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を３

５年として附則第１３項の規定の例により計算して得られる額とする。 

（給料月額の減額改定により差額が支給される場合の取扱い） 

１７ 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定によりその者の給料月額が

減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月

額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例（教職員給与

条例附則第６項から第１４項までの規定を含む。）の適用を受けたことがあるとき

は、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、

第１７条に規定する給料及び扶養手当（これに相当する給与を含む。）の月額（扶

養手当が日額で定められている者については、扶養手当の日額の２１日分に相当す

る額）並びに地域手当（これに相当する給与を含む。）の月額（地域手当が日額で

定められている者については、地域手当の日額の２１日分に相当する額）の合計額

については、この限りでない。 

（退職手当の額の保障） 

１８ 継続教職員及び教職員給与条例附則第８項の適用を受ける者で、退職した日に

おいて教職員給与条例の適用を受けていたものが施行日以後に退職した場合におい

て、施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、別に

定めるところにより、同日における県退職手当条例の規定により計算した額が、こ

の条例の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、この条例の規定にか

かわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。 

１９ 施行日の前日において市職員給与条例の適用を受けていた者で引き続き教職員

給与条例の適用を受けていたもの（前項の規定を受ける者を除く。）及び附則第５

項の規定により教職員とみなされる者で退職した日において市職員給与条例の適用

を受けていたものが施行日以後に退職した場合において、施行日の前日に現に退職



した理由と同一の理由により退職したものとし、別に定めるところにより、同日に

おける市職員退職手当条例の規定により計算した額が、この条例の規定により計算

した退職手当の額よりも多いときは、この条例の規定にかかわらず、その多い額を

もってその者に支給すべき退職手当の額とする。 

２０ 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する第９条の規定の適用について

は、同条第１項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間（施行日以後の期

間に限る。）」とする。 

（退職手当の調整額の基礎となる在職期間の適用限度） 

２１ 第１６条の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期

間の初日が平成１３年５月１日前である者に対する同条の規定の適用については、

次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第１項 その者の基礎在職期間（ 平成１３年５月１日以後のそ

の者の基礎在職期間（

第２項 基礎在職期間 平成１３年５月１日以後の基

礎在職期間

（失業者の退職手当に係る在職期間の適用限度） 

２２ 退職した教職員（第２条第１項に規定する教職員（同条第２項及び附則第５項

の規定により教職員とみなされる者を含む。）をいう。）のうち、その者が退職し

た際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法（昭和４９年法律第１１６

号）第５条第１項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正

する法律（平成２８年法律第１７号）第２条の規定による改正前の雇用保険法第６

条第１号に掲げる者に該当するものにつき、第２４条において準用する市職員退職

手当条例第１６条第５項又は第６項の勤続期間を計算する場合における第１８条の

規定の適用については、さいたま市職員退職手当条例の一部を改正する条例（平成

２８年さいたま市条例第４９号）附則第２項の規定を準用する。 

（さいたま市職員退職手当条例の一部改正） 

２３ さいたま市職員退職手当条例（平成１３年さいたま市条例第４６号）の一部を

次のように改正する。



次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （趣旨）  （趣旨）

第１条 この条例は、別に定めるもののほか、地方

公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法

」という。）第２４条第５項の規定に基づき、職

員（さいたま市教職員退職手当条例（平成２９年

さいたま市条例第２２号）の適用を受ける者を除

く。）の退職手当に関し必要な事項を定めるもの

とする。

第１条 この条例は、別に定めるもののほか、地方

公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法

」という。）第２４条第５項の規定に基づき、職

員の退職手当に関し必要な事項を定めるものとす

る。



さいたま市条例第２３号 

さいたま市学校災害救済給付金条例の一部を改正する条例

さいたま市学校災害救済給付金条例（平成１３年さいたま市条例第１１８号）の一

部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （定義）  （定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。

 ［略］  ［略］

 保護者 学校教育法（昭和２２年法律第２６

号）第１６条に規定する保護者又は児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第６条の４に規

定する里親をいう。

 保護者 学校教育法（昭和２２年法律第２６

号）第１６条に規定する保護者又は児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第６条の４第１

項に規定する里親をいう。

附 則

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。



さいたま市条例第２４号 

さいたま市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例

さいたま市社会福祉審議会条例（平成１５年さいたま市条例第１２号）の一部を次

のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （専門分科会）  （専門分科会）

第９条 法第１１条第１項及び第２項並びに第１２ 第９条 法第１１条第１項及び第２項並びに第１２

条第２項の規定により、審議会に民生委員審査専 条第２項の規定により、審議会に民生委員審査専

門分科会及び障害者福祉専門分科会並びに高齢者 門分科会及び障害者福祉専門分科会並びに高齢者

福祉専門分科会、地域福祉専門分科会、児童福祉 福祉専門分科会、地域福祉専門分科会、児童福祉

専門分科会、児童虐待検証専門分科会及び特定教 専門分科会及び児童虐待検証専門分科会を置く。

育・保育施設等重大事故検証専門分科会を置く。

２～６ ［略］ ２～６ ［略］

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



さいたま市条例第２５号 

さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例等の一部

を改正する条例

 （さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例の一部改正

）

第１条 さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例（平成

１３年さいたま市条例第１４５号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （構成施設）  （構成施設）

第２条 グリーンヒルうらわは、次に掲げる施設を

もって構成する。

第２条 グリーンヒルうらわは、次に掲げる施設を

もって構成する。

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下

  「法」という。）第８条第２８項に規定する介

護老人保健施設（以下「介護老人保健施設」と

いう。）

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下、

  「法」という。）第８条第２７項に規定する介

護老人保健施設（以下「介護老人保健施設」と

いう。）

  ～  ［略］   ～  ［略］

 （業務）  （業務）

第３条 グリーンヒルうらわは、前条各号に掲げる

施設の総合的管理その他設置の目的を達成するた

めに、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該

各号に定める業務を行う。

第３条 グリーンヒルうらわは、前条各号に掲げる

施設の総合的管理その他設置の目的を達成するた

めに、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該

各号に定める業務を行う。

 介護老人保健施設 法第８条第２８項に規定

する介護保健施設サービス（以下「介護保健施

設サービス」という。）並びに同条第１項に規

定する居宅サービスのうち同条第１０項に規定

する短期入所療養介護（以下「短期入所療養介

護」という。）及び同条第８項に規定する通所

リハビリテーション（以下「通所リハビリテー

ション」という。）並びに法第８条の２第１項

に規定する介護予防サービスのうち同条第８項

に規定する介護予防短期入所療養介護（以下「

介護予防短期入所療養介護」という。）及び同

条第６項に規定する介護予防通所リハビリテー

 介護老人保健施設 法第８条第２７項に規定

する介護保健施設サービス（以下「介護保健施

設サービス」という。）並びに同条第１項に規

定する居宅サービスのうち同条第１０項に規定

する短期入所療養介護（以下「短期入所療養介

護」という。）及び同条第８項に規定する通所

リハビリテーション（以下「通所リハビリテー

ション」という。）並びに法第８条の２第１項

に規定する介護予防サービスのうち同条第１０

項に規定する介護予防短期入所療養介護（以下

「介護予防短期入所療養介護」という。）及び

同条第８項に規定する介護予防通所リハビリテ



ション（以下「介護予防通所リハビリテーショ

ン」という。）に関する業務

ーション（以下「介護予防通所リハビリテーシ

ョン」という。）に関する業務

 ［略］  ［略］

 老人デイサービスセンター 法第８条第７項

  に規定する通所介護（以下「通所介護」という。

  ）、法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定

する第１号通所事業（以下「第１号通所事業」

という。）及び地域における医療及び介護の総

合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則

第１１条又は第１４条第２項の規定によりなお

その効力を有するものとされる同法第５条の規

定による改正前の介護保険法（以下「旧介護保

険法」という。）第８条の２第７項に規定する

介護予防通所介護（以下「介護予防通所介護」

という。）に関する業務

 老人デイサービスセンター 法第８条第７項

に規定する通所介護及び法第８条の２第７項に

規定する介護予防通所介護に関する業務

 ［略］  ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

 （利用定員）  （利用定員）

第１５条 老人デイサービスセンターの利用定員は、

 ２０人とする。ただし、第１号通所事業のうち市

長が別に定めるサービスに係る利用定員について

は、市長が別に定める。

第１５条 老人デイサービスセンターの利用定員は、

２０人とする。

 （利用対象者）  （利用対象者）

第１６条 老人デイサービスセンターの利用対象者

は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

第１６条 老人デイサービスセンターの利用対象者

は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは

特例居宅介護サービス費の支給に係る者、第１

号通所事業に係る第１号事業支給費の支給に係

る者又は介護予防通所介護に係る介護予防サー

ビス費若しくは特例介護予防サービス費の支給

に係る者

 法の規定による通所介護に係る居宅介護サー

ビス費若しくは特例居宅介護サービス費の支給

に係る者又は介護予防通所介護に係る介護予防

サービス費若しくは特例介護予防サービス費の

支給に係る者

 ［略］  ［略］

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護、介護予防又は介護予防・

  日常生活支援（通所介護、第１号通所事業又は

介護予防通所介護に限る。）に係る介護扶助に

係る者

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護又は介護予防（法第８条第

７項に規定する通所介護又は法第８条の２第７

項に規定する介護予防通所介護に限る。）に係

る介護扶助に係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（通所介護、第１号

通所事業又は介護予防通所介護に係るものに限

る。）に係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（法第８条第７項に

規定する通所介護又は法第８条の２第７項に規

定する介護予防通所介護に係るものに限る。）

に係る者

 （利用料金）  （利用料金）



第１７条 老人デイサービスセンターの利用者は、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる

額を納付しなければならない。

第１７条 老人デイサービスセンターの利用者は、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額及び

厚生労働省令で規定する費用で指定管理者が定め

る額を納付しなければならない。

 通所介護 厚生労働大臣が定める基準により

  算定した額及び厚生労働省令で規定する費用で、

指定管理者が定める額

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額及び市長が定める費用で、指定管理

者が定める額

 介護予防通所介護 旧介護保険法に基づき、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額及

び地域における医療及び介護の総合的な確保を

推進するための関係法律の整備等に関する法律

の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備

等に関する省令（平成２７年厚生労働省令第５

７号）附則第４条の規定によりなおその効力を

有するとされた同令第２条の規定による改正前

の介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第

３６号）第８４条第１号に規定する費用で、指

定管理者が定める額

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

第２４条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がグリーンヒルうらわの管理を臨時に行うと

きに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該

停止の期間が終了するまでの間、市長は、次に掲

げる使用料を徴収する。

第２４条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がグリーンヒルうらわの管理を臨時に行うと

きに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該

停止の期間が終了するまでの間、市長は、次に掲

げる使用料を徴収する。

  ・  ［略］   ・  ［略］

 老人デイサービスセンターの利用者は、次の

アからウまでに掲げる区分に応じ、当該アから

ウまでに掲げる額

 老人デイサービスセンターの利用者は、厚生

労働大臣が定める基準により算定した額及び厚

生労働省令に規定する費用で市長が定める額

  ア 通所介護 厚生労働大臣が定める基準によ

り算定した額及び厚生労働省令に規定する費

用で、市長が定める額

  イ 第１号通所事業 市長が定めるところによ

り算定した額及び市長が定める費用で、市長

が定める額

  ウ 介護予防通所介護 旧介護保険法に基づき、

   厚生労働大臣が定める基準により算定した額

及び地域における医療及び介護の総合的な確

保を推進するための関係法律の整備等に関す

る法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省

令の整備等に関する省令（平成２７年厚生労



働省令第５７号）附則第４条の規定によりな

おその効力を有するとされた同令第２条の規

定による改正前の介護保険法施行規則（平成

１１年厚生省令第３６号）第８４条第１号に

規定する費用で、市長が定める額

 ［略］  ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

第２条 さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例の一部

を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （業務）  （業務）

第３条 グリーンヒルうらわは、前条各号に掲げる

施設の総合的管理その他設置の目的を達成するた

めに、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該

各号に定める業務を行う。

第３条 グリーンヒルうらわは、前条各号に掲げる

施設の総合的管理その他設置の目的を達成するた

めに、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該

各号に定める業務を行う。

  ・  ［略］   ・  ［略］

 老人デイサービスセンター 法第８条第７項

に規定する通所介護（以下「通所介護」という。

  ）及び法第１１５条の４５第１項第１号ロに規

定する第１号通所事業（以下「第１号通所事業

」という。）に関する業務

 老人デイサービスセンター 法第８条第７項

に規定する通所介護（以下「通所介護」という。

  ）、法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定

する第１号通所事業（以下「第１号通所事業」

という。）及び地域における医療及び介護の総

合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則

第１１条又は第１４条第２項の規定によりなお

その効力を有するものとされる同法第５条の規

定による改正前の介護保険法（以下「旧介護保

険法」という。）第８条の２第７項に規定する

介護予防通所介護（以下「介護予防通所介護」

という。）に関する業務

 ［略］  ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

 （利用対象者）  （利用対象者）

第１６条 老人デイサービスセンターの利用対象者

は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

第１６条 老人デイサービスセンターの利用対象者

は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは    通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは



特例居宅介護サービス費の支給に係る者又は第

１号通所事業に係る第１号事業支給費の支給に

係る者

特例居宅介護サービス費の支給に係る者、第１

号通所事業に係る第１号事業支給費の支給に係

る者又は介護予防通所介護に係る介護予防サー

ビス費若しくは特例介護予防サービス費の支給

に係る者

 ［略］  ［略］

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護又は介護予防・日常生活支

援（通所介護又は第１号通所事業に限る。）に

係る介護扶助に係る者

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護、介護予防又は介護予防・

  日常生活支援（通所介護、第１号通所事業又は

介護予防通所介護に限る。）に係る介護扶助に

係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（通所介護又は第１

号通所事業に係るものに限る。）に係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（通所介護、第１号

通所事業又は介護予防通所介護に係るものに限

る。）に係る者

 （利用料金）  （利用料金）

第１７条 老人デイサービスセンターの利用者は、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる

額を納付しなければならない。

第１７条 老人デイサービスセンターの利用者は、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる

額を納付しなければならない。

  ・  ［略］   ・  ［略］

 介護予防通所介護 旧介護保険法に基づき、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額及

び地域における医療及び介護の総合的な確保を

推進するための関係法律の整備等に関する法律

の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備

等に関する省令（平成２７年厚生労働省令第５

７号）附則第４条の規定によりなおその効力を

有するとされた同令第２条の規定による改正前

の介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第

３６号）第８４条第１号に規定する費用で、指

定管理者が定める額

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

第２４条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がグリーンヒルうらわの管理を臨時に行うと

きに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該

停止の期間が終了するまでの間、市長は、次に掲

げる使用料を徴収する。

第２４条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がグリーンヒルうらわの管理を臨時に行うと

きに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該

停止の期間が終了するまでの間、市長は、次に掲

げる使用料を徴収する。

  ・  ［略］   ・  ［略］

 老人デイサービスセンターの利用者は、次の

ア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに

 老人デイサービスセンターの利用者は、次の

アからウまでに掲げる区分に応じ、当該アから



掲げる額 ウまでに掲げる額

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］

  ウ 介護予防通所介護 旧介護保険法に基づき、

   厚生労働大臣が定める基準により算定した額

及び地域における医療及び介護の総合的な確

保を推進するための関係法律の整備等に関す

る法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省

令の整備等に関する省令（平成２７年厚生労

働省令第５７号）附則第４条の規定によりな

おその効力を有するとされた同令第２条の規

定による改正前の介護保険法施行規則（平成

１１年厚生省令第３６号）第８４条第１号に

規定する費用で、市長が定める額

 ［略］  ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

（さいたま市年輪荘条例の一部改正）

第３条 さいたま市年輪荘条例（平成１３年さいたま市条例第１４８号）の一部を次

のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （定員）  （定員）

第２条 ［略］ 第２条 ［略］

２ 年輪荘の老人デイサービスセンター（以下「セ

ンター」という。）の利用定員は、１０人とする。

 ただし、介護保険法（平成９年法律第１２３号）

第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１

号通所事業（以下「第１号通所事業」という。）

のうち市長が別に定めるサービスに係る利用定員

については、市長が別に定める。

２ 年輪荘の老人デイサービスセンター（以下「セ

ンター」という。）の利用定員は、１０人とする。

 （事業）  （事業）

第３条 ［略］ 第３条 ［略］

２ センターは、次に掲げる者について、介護保険

法第８条第１７項に規定する地域密着型通所介護

（以下「地域密着型通所介護」という。）、第１

号通所事業又は地域における医療及び介護の総合

２ センターは、次に掲げる者について、介護保険

法（平成９年法律第１２３号）第８条第７項に規

定する通所介護又は同法第８条の２第７項に規定

する介護予防通所介護を行う。



的な確保を推進するための関係法律の整備等に関

する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１

条又は第１４条第２項の規定によりなおその効力

を有するものとされる同法第５条の規定による改

正前の介護保険法（以下「旧介護保険法」とい

う。）第８条の２第７項に規定する介護予防通所

介護（以下「介護予防通所介護」という。）を行

う。

 ［略］  ［略］

 介護保険法の規定による、地域密着型通所介

護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特

例地域密着型介護サービス費の支給に係る者、

第１号通所事業に係る第１号事業支給費の支給

に係る者又は介護予防通所介護に係る介護予防

サービス費若しくは特例介護予防サービス費の

支給に係る者

 介護保険法の規定による通所介護に係る居宅

介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス

費の支給に係る者又は同法の規定による介護予

防通所介護に係る介護予防サービス費若しくは

特例介護予防サービス費の支給に係る者

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護、介護予防又は介護予防・

  日常生活支援（地域密着型通所介護、第１号通

所事業又は介護予防通所介護に限る。）に係る

介護扶助に係る者

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護又は介護予防（介護保険法

第８条第７項に規定する通所介護又は同法第８

条の２第７項に規定する介護予防通所介護に限

る。）に係る介護扶助に係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（地域密着型通所介

護、第１号通所事業又は介護予防通所介護に係

るものに限る。）に係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（介護保険法第８条

第７項に規定する通所介護又は同法第８条の２

第７項に規定する介護予防通所介護に係るもの

に限る。）に係る者

３ センターは、前項の通所介護に準ずる事業とし

て、生きがい活動支援通所事業を行う。

 （指定管理者による管理等）  （指定管理者による管理等）

第４条 ［略］ 第４条 ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

３ 第２条第２項本文の規定にかかわらず、指定管

理者は、必要があると認めるときは、市長の承認

を得てセンターの利用定員を変更することができ

る。

３ 第２条第２項の規定にかかわらず、指定管理者

は、必要があると認めるときは、市長の承認を得

てセンターの利用定員を変更することができる。

 （利用料）

第１１条 第３条第３項に規定する事業を利用する

者は、市長が別に定める額を指定管理者に支払わ

なければならない。

 （減免）  （減免）

第１１条 市長は、第１０条の規定によりホームに

入所した者が、天災その他特別の事由により市長

が定める額を支払うことが困難であると認めたと

きは、これを減額し、又は免除することができる。

第１２条 市長は、第１０条の規定によりホームに

入所した者又は前条の規定によりセンターを利用

する者が、天災その他特別の事由により市長が定

 める額を支払うことが困難であると認めたときは、



 これを減額し、又は免除することができる。

 （費用等の収入）  （費用等の収入）

第１２条 市長は、第３条第１項第１号に規定する

者への入所による養護に係る費用、同条第２項各

号に規定する者への地域密着型通所介護、第１号

通所事業又は介護予防通所介護に係る費用及び第

１０条の規定による費用を指定管理者の収入とし

て収受させることができる。

第１３条 市長は、第３条第１項第１号に規定する

者への入所による養護に係る費用、同条第２項各

号に規定する者への通所介護又は介護予防通所介

護に係る費用、第１０条の規定による費用及び第

１１条の規定による利用料を指定管理者の収入と

して収受させることができる。

第４条 さいたま市年輪荘条例の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （事業）  （事業）

第３条 ［略］ 第３条 ［略］

２ センターは、次に掲げる者について、介護保険

法第８条第１７項に規定する地域密着型通所介護

（以下「地域密着型通所介護」という。）又は第

１号通所事業を行う。

２ センターは、次に掲げる者について、介護保険

法第８条第１７項に規定する地域密着型通所介護

（以下「地域密着型通所介護」という。）、第１

号通所事業又は地域における医療及び介護の総合

的な確保を推進するための関係法律の整備等に関

する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１

条又は第１４条第２項の規定によりなおその効力

を有するものとされる同法第５条の規定による改

正前の介護保険法（以下「旧介護保険法」という。

 ）第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護

（以下「介護予防通所介護」という。）を行う。

 ［略］  ［略］

 介護保険法の規定による、地域密着型通所介

護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特

例地域密着型介護サービス費の支給に係る者又

は第１号通所事業に係る第１号事業支給費の支

給に係る者

 介護保険法の規定による、地域密着型通所介

護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特

例地域密着型介護サービス費の支給に係る者、

第１号通所事業に係る第１号事業支給費の支給

に係る者又は介護予防通所介護に係る介護予防

サービス費若しくは特例介護予防サービス費の

支給に係る者

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護又は介護予防・日常生活支

援（地域密着型通所介護又は第１号通所事業に

限る。）に係る介護扶助に係る者

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護、介護予防又は介護予防・

  日常生活支援（地域密着型通所介護、第１号通

所事業又は介護予防通所介護に限る。）に係る

介護扶助に係る者



 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（地域密着型通所介

護又は第１号通所事業に係るものに限る。）に

係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（地域密着型通所介

護、第１号通所事業又は介護予防通所介護に係

るものに限る。）に係る者

 （費用等の収入）  （費用等の収入）

第１２条 市長は、第３条第１項第１号に規定する

者への入所による養護に係る費用、同条第２項各

号に規定する者への地域密着型通所介護又は第１

号通所事業に係る費用及び第１０条の規定による

費用を指定管理者の収入として収受させることが

できる。

第１２条 市長は、第３条第１項第１号に規定する

者への入所による養護に係る費用、同条第２項各

号に規定する者への地域密着型通所介護、第１号

通所事業又は介護予防通所介護に係る費用及び第

１０条の規定による費用を指定管理者の収入とし

て収受させることができる。

（さいたま市高齢者デイサービスセンター条例の一部改正）

第５条 さいたま市高齢者デイサービスセンター条例（平成１３年さいたま市条例第

１５３号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （名称、定員及び位置）  （名称、定員及び位置）

第２条 センターの名称、定員及び位置は、次のと

おりとする。ただし、介護保険法（平成９年法律

第１２３号）第１１５条の４５第１項第１号ロに

規定する第１号通所事業（以下「第１号通所事業

第２条 センターの名称、定員及び位置は、次のと

おりとする。

 」という。）のうち市長が別に定めるサービスに

 係る定員については、市長が別に定める。

 ［略］  ［略］

 （業務）  （業務）

第３条 センターは、次に掲げる者について、介護

保険法第８条第１７項に規定する地域密着型通所

介護（以下「地域密着型通所介護」という。）、

第１号通所事業又は地域における医療及び介護の

総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第

１１条又は第１４条第２項の規定によりなおその

第３条 センターは、次に掲げる者について、介護

保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第７項

に規定する通所介護又は同法第８条の２第７項に

規定する介護予防通所介護を行う。ただし、さい

たま市大砂土デイサービスセンター（以下「大砂

土センター」という。）においては、同法第８条

第７項及び第８条の２第７項に規定する世話のう



効力を有するものとされる同法第５条の規定によ

る改正前の介護保険法（以下「旧介護保険法」と

いう。）第８条の２第７項に規定する介護予防通

所介護（以下「介護予防通所介護」という。）を

行う。ただし、さいたま市大砂土デイサービスセ

ンター（以下「大砂土センター」という。）にお

いては、介護保険法第８条第１７項、同法第１１

５条の４５第１項第１号ロ及び旧介護保険法第８

条の２第７項の規定による支援のうち入浴は行わ

ない。

ち入浴は行わない。

 ［略］  ［略］

 介護保険法の規定による、地域密着型通所介

護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特

例地域密着型介護サービス費の支給に係る者、

第１号通所事業に係る第１号事業支給費の支給

に係る者又は介護予防通所介護に係る介護予防

サービス費若しくは特例介護予防サービス費の

支給に係る者

 介護保険法の規定による通所介護に係る居宅

介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス

費の支給に係る者又は同法の規定による介護予

防通所介護に係る介護予防サービス費若しくは

特例介護予防サービス費の支給に係る者

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護、介護予防又は介護予防・

  日常生活支援（地域密着型通所介護、第１号通

所事業又は介護予防通所介護に限る。）に係る

介護扶助に係る者

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護又は介護予防（介護保険法

第８条第７項に規定する通所介護又は同法第８

条の２第７項に規定する介護予防通所介護に限

る。）に係る介護扶助に係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（地域密着型通所介

護、第１号通所事業又は介護予防通所介護に係

るものに限る。）に係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（介護保険法第８条

第７項に規定する通所介護又は同法第８条の２

第７項に規定する介護予防通所介護に係るもの

に限る。）に係る者

２ センターは、前項の通所介護に準ずる事業とし

て、生きがい活動支援通所事業を行う。

 （利用料金）  （利用料金）

第９条 第３条第２号に規定する者がセンターを利

用したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に掲げる額を、センターの利用に係る料金

として指定管理者（第１２条第１項に規定する指

定管理者をいう。以下この条において同じ。）に

支払わなければならない。

第９条 第３条第１項第２号に規定する者がセンタ

ーを利用したときは、介護保険法に基づき、厚生

労働大臣が定める基準により算定した額の範囲内

において指定管理者（第１２条第１項に規定する

指定管理者をいう。以下この条において同じ。）

が定める額を、センターの利用に係る料金として

指定管理者に支払わなければならない。 

 地域密着型通所介護 介護保険法に基づき、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額の

範囲内において指定管理者が定める額

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定する額の範囲内において指定管理者が定め

る額

 介護予防通所介護 旧介護保険法に基づき、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額の



範囲内において指定管理者が定める額

２ センターで、第３条第２項に規定する事業を利

用する者は、市長が別に定める額の当該事業の利

用に係る料金を指定管理者に支払わなければなら

ない。

２ 前項に規定する利用に係る料金（以下「利用料

金」という。）は、指定管理者の収入とする。

３ 前２項に規定する利用に係る料金（以下「利用

料金」という。）は、指定管理者の収入とする。

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

第１３条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がセンターの管理を臨時に行うときに限り、

新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間

が終了するまでの間、市長は、第３条第２号に規

定する者がセンターを利用したときは次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額をセンタ

ーの使用料として徴収する。

第１３条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がセンターの管理を臨時に行うときに限り、

新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間

が終了するまでの間、市長は、第３条第１項第２

号に規定する者がセンターを利用したときは介護

保険法に基づき厚生労働大臣が定める基準により

算定した額の範囲内において市長が定める額を、

同条第２項に規定する事業を利用するときは市長

が別に定める額をセンターの使用料として徴収す

る。

 地域密着型通所介護 介護保険法に基づき、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額の

範囲内において市長が定める額

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額の範囲内において市長が定める額

 旧介護保険法に基づき、厚生労働大臣が定め

る基準により算定した額の範囲内において市長

が定める額

２ 前項の場合にあっては、第９条第１項の規定を

準用する。この場合において、同項中「利用に係

る料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者

（第１２条第１項に規定する指定管理者をいう。

２ 前項の場合にあっては、第９条第１項及び第２

項の規定を準用する。この場合において、第９条

第１項中「指定管理者（第１２条第１項に規定す

る指定管理者をいう。以下この条において同じ。

 以下この条において同じ。）」とあるのは「市長

」と、「指定管理者が」とあるのは「市長が」と

読み替えるものとする。

）」とあるのは「市長」と、「利用に係る料金

」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」と

あるのは「市長」と、同条第２項中「額の当該

事業の利用に係る料金を指定管理者」とあるの

は「使用料を市長」と読み替えるものとする。

第６条 さいたま市高齢者デイサービスセンター条例の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を



当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （業務）  （業務）

第３条 センターは、次に掲げる者について、介護

保険法第８条第１７項に規定する地域密着型通所

介護（以下「地域密着型通所介護」という。）又

は第１号通所事業を行う。ただし、さいたま市大

砂土デイサービスセンター（以下「大砂土センタ

ー」という。）においては、介護保険法第８条第

１７項及び同法第１１５条の４５第１項第１号ロ

の規定による支援のうち入浴は行わない。

第３条 センターは、次に掲げる者について、介護

保険法第８条第１７項に規定する地域密着型通所

介護（以下「地域密着型通所介護」という。）、

第１号通所事業又は地域における医療及び介護の

総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第

１１条又は第１４条第２項の規定によりなおその

効力を有するものとされる同法第５条の規定によ

る改正前の介護保険法（以下「旧介護保険法」と

いう。）第８条の２第７項に規定する介護予防通

所介護（以下「介護予防通所介護」という。）を

行う。ただし、さいたま市大砂土デイサービスセ

ンター（以下「大砂土センター」という。）にお

いては、介護保険法第８条第１７項、同法第１１

５条の４５第１項第１号ロ及び旧介護保険法第８

条の２第７項の規定による支援のうち入浴は行わ

ない。

 ［略］  ［略］

 介護保険法の規定による、地域密着型通所介

護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特

例地域密着型介護サービス費の支給に係る者又

は第１号通所事業に係る第１号事業支給費の支

給に係る者

 介護保険法の規定による、地域密着型通所介

護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特

例地域密着型介護サービス費の支給に係る者、

第１号通所事業に係る第１号事業支給費の支給

に係る者又は介護予防通所介護に係る介護予防

サービス費若しくは特例介護予防サービス費の

支給に係る者

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護、介護予防又は介護予防・

  日常生活支援（地域密着型通所介護又は第１号

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護、介護予防又は介護予防・

  日常生活支援（地域密着型通所介護、第１号通

  通所事業に限る。）に係る介護扶助に係る者   所事業又は介護予防通所介護に限る。）に係る

介護扶助に係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（地域密着型通所介

護又は第１号通所事業に係るものに限る。）に

係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（地域密着型通所介

護、第１号通所事業又は介護予防通所介護に係

るものに限る。）に係る者

 （利用料金）  （利用料金）

第９条 第３条第２号に規定する者がセンターを利

用したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に掲げる額を、センターの利用に係る料金

として指定管理者（第１２条第１項に規定する指

第９条 第３条第２号に規定する者がセンターを利

用したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に掲げる額を、センターの利用に係る料金

として指定管理者（第１２条第１項に規定する指



定管理者をいう。以下この条において同じ。）に

支払わなければならない。

定管理者をいう。以下この条において同じ。）に

支払わなければならない。

  ・  ［略］   ・  ［略］

 介護予防通所介護 旧介護保険法に基づき、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額の

範囲内において指定管理者が定める額

２ ［略］ ２ ［略］

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

第１３条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がセンターの管理を臨時に行うときに限り、

新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間

が終了するまでの間、市長は、第３条第２号に規

定する者がセンターを利用したときは次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額をセンタ

ーの使用料として徴収する。

第１３条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がセンターの管理を臨時に行うときに限り、

新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間

が終了するまでの間、市長は、第３条第２号に規

定する者がセンターを利用したときは次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額をセンタ

ーの使用料として徴収する。

  ・  ［略］   ・  ［略］

 旧介護保険法に基づき、厚生労働大臣が定め

る基準により算定した額の範囲内において市長

が定める額

２ ［略］ ２ ［略］

 （さいたま市与野本町デイサービスセンター条例の一部改正）

第７条 さいたま市与野本町デイサービスセンター条例（平成１３年さいたま市条例

第１５４号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （業務）  （業務）

第２条 センターは、次に掲げる者について、介護

保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第７項

に規定する通所介護（以下「通所介護」という。

）、同法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定

第２条 センターは、次に掲げる者について、介護

保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第７項

に規定する通所介護又は同法第８条の２第７項に

規定する介護予防通所介護を行う。



する第１号通所事業（以下「第１号通所事業」と

いう。）又は地域における医療及び介護の総合的

な確保を推進するための関係法律の整備等に関す

る法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１条

又は第１４条第２項の規定によりなおその効力を

有するものとされる同法第５条の規定による改正

前の介護保険法（以下「旧介護保険法」という。

）第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護

（以下「介護予防通所介護」という。）を行う。

 ［略］  ［略］

 介護保険法の規定による、通所介護に係る居

宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービ

ス費の支給に係る者、第１号通所事業に係る第

１号事業支給費の支給に係る者又は介護予防通

所介護に係る介護予防サービス費若しくは特例

介護予防サービス費の支給に係る者

 介護保険法の規定による通所介護に係る居宅

介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス

費の支給に係る者又は同法の規定による介護予

防通所介護に係る介護予防サービス費若しくは

特例介護予防サービス費の支給に係る者

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護、介護予防又は介護予防・

  日常生活支援（通所介護、第１号通所事業又は

介護予防通所介護に限る。）に係る介護扶助に

係る者

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護又は介護予防（介護保険法

第８条第７項に規定する通所介護又は同法第８

条の２第７項に規定する介護予防通所介護に限

る。）に係る介護扶助に係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（通所介護、第１号

通所事業又は介護予防通所介護に係るものに限

る。）に係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（介護保険法第８条

第７項に規定する通所介護又は同法第８条の２

第７項に規定する介護予防通所介護に係るもの

に限る。）に係る者

２ センターは、前項の通所介護に準ずる事業とし

て、生きがい活動支援通所事業を行う。

２ センターは、市内に居住する在宅の１８歳以上

の身体障害者で次に掲げるものについて、自立訓

練、生活介護等の事業を行うことができる。

３ センターは、市内に居住する在宅の１８歳以上

の身体障害者で次に掲げるものについて、自立訓

練、生活指導等の事業を行うことができる。

  ・  ［略］   ・  ［略］

 （利用定員）  （利用定員）

第５条 センターの利用定員は、３０人とする。た

だし、第１号通所事業のうち市長が別に定めるサ

ービスに係る利用定員については、市長が別に定

める。

第５条 センターの１日当たりの標準利用定員は、

３０人とする。

 （利用料金）  （利用料金）

第９条 第２条第１項第２号に規定する者がセンタ

ーを利用したときは、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に掲げる額を、センターの利用に係

る料金として指定管理者（第１２条第１項に規定

する指定管理者をいう。以下この条において同じ。

 ）に支払わなければならない。

第９条 第２条第１項第２号に規定する者がセンタ

ーを利用したときは、介護保険法に基づき、厚生

労働大臣が定める基準により算定した額の範囲内

において指定管理者（第１２条第１項に規定する

指定管理者をいう。以下この条において同じ。）

が定める額を、センターの利用に係る料金として

指定管理者に支払わなければならない。



 通所介護 介護保険法に基づき、厚生労働大

臣が定める基準により算定した額の範囲内にお

いて指定管理者が定める額

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定する額の範囲内において指定管理者が定め

る額

 介護予防通所介護 旧介護保険法に基づき、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額の

範囲内において指定管理者が定める額

２ センターで第２条第２項に規定する事業を利用

する者は、市長が別に定める額の当該事業の利用

に係る料金を指定管理者に支払わなければならな

い。

２ センターで第２条第２項又は第３項に規定する

事業を利用する者は、市長が別に定める額の当該

事業の利用に係る料金を指定管理者に支払わなけ

ればならない。

３ ［略］ ３ ［略］

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

第１３条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がセンターの管理を臨時に行うときに限り、

新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間

が終了するまでの間、市長は、第２条第１項第２

号に規定する者がセンターを利用したときは次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を

センターの使用料として徴収する。

第１３条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がセンターの管理を臨時に行うときに限り、

新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間

が終了するまでの間、市長は、第２条第１項第２

号に規定する者がセンターを利用したときは介護

保険法に基づき厚生労働大臣が定める基準により

算定した額の範囲内において市長が定める額を、

同条第２項又は第３項に規定する事業を利用した

ときは市長が別に定める額をセンターの使用料と

して徴収する。

 通所介護 介護保険法に基づき、厚生労働大

臣が定める基準により算定した額の範囲内にお

いて市長が定める額

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額の範囲内において市長が定める額

 介護予防通所介護 旧介護保険法に基づき、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額の

範囲内において市長が定める額

 第２条第２項に規定する事業 市長が別に定

める額

２ 前項の場合にあっては、第９条の規定を準用す

る。この場合において、同条第１項中「利用に係

る料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者

（第１２条第１項に規定する指定管理者をいう。

 以下この条において同じ。）」とあるのは「市長

」と、「指定管理者が」とあるのは「市長が」と

読み替えるものとする。

２ 前項の場合にあっては、第９条の規定を準用す

る。この場合において、同条第１項中「指定管理

者（第１２条第１項に規定する指定管理者をいう。

 以下この条において同じ。）」とあるのは「市長

」と、「利用に係る料金」とあるのは「使用料」

と、「指定管理者に」とあるのは「市長に」と、

同条第２項中「額の当該事業の利用に係る料金を

指定管理者」とあるのは「使用料を市長」と読み



替えるものとする。

第８条 さいたま市与野本町デイサービスセンター条例の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （業務）  （業務）

第２条 センターは、次に掲げる者について、介護

保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第７項

に規定する通所介護（以下「通所介護」という。

）又は同法第１１５条の４５第１項第１号ロに規

定する第１号通所事業（以下「第１号通所事業」

という。）を行う。

第２条 センターは、次に掲げる者について、介護

保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第７項

に規定する通所介護（以下「通所介護」という。

）、同法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定

する第１号通所事業（以下「第１号通所事業」と

いう。）又は地域における医療及び介護の総合的

な確保を推進するための関係法律の整備等に関す

る法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１条

又は第１４条第２項の規定によりなおその効力を

有するものとされる同法第５条の規定による改正

前の介護保険法（以下「旧介護保険法」という。

）第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護

（以下「介護予防通所介護」という。）を行う。

 ［略］  ［略］

 介護保険法の規定による、通所介護に係る居

宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービ

ス費の支給に係る者又は第１号通所事業に係る

第１号事業支給費の支給に係る者

 介護保険法の規定による、通所介護に係る居

宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービ

ス費の支給に係る者、第１号通所事業に係る第

１号事業支給費の支給に係る者又は介護予防通

所介護に係る介護予防サービス費若しくは特例

介護予防サービス費の支給に係る者

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護、介護予防又は介護予防・

日常生活支援（通所介護又は第１号通所事業に

限る。）に係る介護扶助に係る者

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による居宅介護、介護予防又は介護予防・

日常生活支援（通所介護、第１号通所事業又は

介護予防通所介護に限る。）に係る介護扶助に

係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（通所介護又は第１

号通所事業に係るものに限る。）に係る者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号

）に規定する介護支援給付（通所介護、第１号

通所事業又は介護予防通所介護に係るものに限

る。）に係る者

 （利用料金）  （利用料金）



第９条 第２条第１項第２号に規定する者がセンタ

ーを利用したときは、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に掲げる額を、センターの利用に係

る料金として指定管理者（第１２条第１項に規定

する指定管理者をいう。以下この条において同じ。

 ）に支払わなければならない。

第９条 第２条第１項第２号に規定する者がセンタ

ーを利用したときは、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に掲げる額を、センターの利用に係

る料金として指定管理者（第１２条第１項に規定

する指定管理者をいう。以下この条において同じ。

 ）に支払わなければならない。

  ・  ［略］   ・  ［略］

 介護予防通所介護 旧介護保険法に基づき、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額の

範囲内において指定管理者が定める額

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

第１３条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がセンターの管理を臨時に行うときに限り、

新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間

が終了するまでの間、市長は、第２条第１項第２

号に規定する者がセンターを利用したときは次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を

センターの使用料として徴収する。

第１３条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

市長がセンターの管理を臨時に行うときに限り、

新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間

が終了するまでの間、市長は、第２条第１項第２

号に規定する者がセンターを利用したときは次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を

センターの使用料として徴収する。

  ・  ［略］   ・  ［略］

 介護予防通所介護 旧介護保険法に基づき、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額の

範囲内において市長が定める額

 ［略］  ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

   附 則

 この条例中第１条、第３条、第５条及び第７条の規定は平成２９年４月１日から、

第２条、第４条、第６条及び第８条の規定は平成３０年４月１日から施行する。



さいたま市条例第２６号 

   さいたま市宝来グラウンド・ゴルフ場条例

 （設置）

第１条 高齢者の生きがいづくりを推進するとともに、市民の健康の増進を図るため、

さいたま市宝来グラウンド・ゴルフ場（以下「グラウンド・ゴルフ場」という。）

をさいたま市西区大字宝来１２５番地１に設置する。

 （業務）

第２条 グラウンド・ゴルフ場は、次に掲げる業務を行う。

 グラウンド・ゴルフ場及びこれに附属する設備（以下「施設等」という。）の

利用に関すること。

 前号に掲げるもののほか、グラウンド・ゴルフ場の設置の目的を達成するため

に必要な業務に関すること。

 （休業日）

第３条 グラウンド・ゴルフ場の休業日は、１月１日から同月３日まで及び１２月２

９日から同月３１日までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時

に休業日を定め、又は休業日に業務を行うことができる。

 （利用時間）

第４条 グラウンド・ゴルフ場の利用時間は、午前９時から午後５時までとする。た

だし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

 （利用の許可）

第５条 施設等を利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければな

らない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

２ 市長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理のために必要な条件を付

することができる。

 （利用の制限）

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許

可しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

 グラウンド・ゴルフ場の設置の目的に反するとき。

 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。



 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

 前３号に掲げるもののほか、グラウンド・ゴルフ場の管理上支障があるとき、

又は市長が適当でないと認めるとき。

 （利用権の譲渡等の禁止）

第７条 第５条第１項の利用の許可を受けたもの（以下「利用者等」という。）は、

その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

 （利用の取消し等）

第８条 市長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る

利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができ

る。

 この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

 前３号に掲げるもののほか、グラウンド・ゴルフ場の管理上特に必要と認めら

れるとき。

２ 前項の規定による措置によって利用者等に損害が生じることがあっても、市は、

その責めを負わない。

 （利用料金）

第９条 利用者等は、利用の許可を受けたときは、指定管理者（第１６条第１項に規

定する指定管理者をいう。以下この条から第１２条までにおいて同じ。）に、その

利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を納付しなければならない。

２ グラウンド・ゴルフ場の利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あ

らかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

３ 利用料金は、指定管理者の収入とする。

 （入場料等の届出）

第１０条 利用者等が、入場料又はこれに類するもの（以下「入場料等」という。）

を徴収して、グラウンド・ゴルフ場を利用する場合は、その利用を終了したときに、

当該入場料等の総収入額を指定管理者に届け出なければならない。

 （利用料金の減免）



第１１条 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除

することができる。

 （利用料金の不還付）

第１２条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいず

れかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

 施設等の管理上特に必要があるため、その利用の許可を取り消したとき。

 利用者等の責めに帰することができない理由により施設等を利用することがで

きないとき。

 前２号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

 （原状回復の義務）

第１３条 利用者等は、施設等の利用が終わったときは、速やかに施設等を現状に回

復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第８条第１項の規定により利

用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

２ 利用者等が、前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを原状に回復し、

これに要した費用は、利用者等の負担とする。

 （遵守事項及び指示） 

第１４条 市長は、グラウンド・ゴルフ場の利用者等又は入場者の遵守事項を定め、

かつ、管理上必要があると認めるときは、当該利用者等又は入場者に対し、その都

度必要な指示をすることができる。 

 （損害賠償の義務）

第１５条 利用者等又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失し

たときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特

別の理由があると認めるときは、この限りでない。

 （指定管理者による管理）

第１６条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の

規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管理者」

という。）に、施設等の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせること

ができる。

 第２条に規定する業務



 施設等の維持管理に関する業務

 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務

２ 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせる

ことができる。

 第３条本文の規定にかかわらず、必要があると認めるときに、市長の承認を得

て、臨時に休業日を定め、又は休業日に営業すること。

 第４条本文の規定にかかわらず、必要があると認めるときに、利用時間を延長

し、又は市長の承認を得て利用時間を短縮すること。

 第５条第１項の規定により、利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可をし、

及び同条第２項の規定により、許可に条件を付すこと。

 第６条の規定により、同条各号のいずれかに該当するときは、グラウンド・ゴ

ルフ場の利用の許可をしないこと。

 第８条第１項の規定により、同項各号のいずれかに該当するときは、利用の条

件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すこと。

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等）

第１７条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６

年さいたま市条例第１号）第６条の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又

は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長がグ

ラウンド・ゴルフ場の管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、

又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表に定める額の範囲内におい

て市長が定める使用料を徴収する。

２ 前項の場合にあっては、第９条第１項及び第１０条から第１２条までの規定を準

用する。この場合において、第９条第１項中「指定管理者（第１６条第１項に規定

する指定管理者をいう。以下この条から第１２条までにおいて同じ。）」とあるの

は「市長」と、「利用に係る料金（以下「利用料金」という。）」とあるのは「使

用料」と、第１０条、第１１条並びに第１２条ただし書及び同条第３号中「指定管

理者」とあるのは「市長」と、第１１条及び第１２条本文中「利用料金」とあるの

は「使用料」と読み替えるものとする。

 （委任）



第１８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

   附 則

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。



別表（第９条関係）

区分
利用料金

市内 市外

団体 午前 午前９時から午後零時まで １，９４０円 ３，８８０円

午後 午後１時から午後５時まで ２，８００円 ５，６００円

全日 午前９時から午後５時まで ４，２００円 ８，４００円

時間外利用（１時間につき） ７５０円 １，５００円

個人 児童・生徒 １人につき １０

０円

１人につき ６０

０円

一般 １人につき ３０

０円

６０歳以上 １人につき １０

０円

 備考

  １ 「市内」とは、利用者等の住所（団体の場合にあっては、その代表者の住所

）が市内の場合をいう。

  ２ 「市外」とは、市内以外の場合をいう。

  ３ 「団体」とは、５０人以上の者が合同してグラウンド・ゴルフ場を利用する

場合の集団をいう。

  ４ 「個人」とは、団体以外の者がグラウンド・ゴルフ場を利用する場合をいう。

  ５ 「児童・生徒」とは、義務教育諸学校の児童及び生徒並びに高等学校の生徒

をいう。

  ６ 「一般」とは、児童・生徒、義務教育就学前の幼児及び６０歳以上の者以外

の者をいう。

  ７ 義務教育就学前の幼児については、無料とする。

  ８ 利用者等が入場料等を徴収する場合のグラウンド・ゴルフ場の利用料金は、

総収入額の１００分の５．４に相当する額（その額に１００円未満の端数が生

じたときは、これを切り捨てた額）とする。ただし、総収入額の１００分の５．

４に相当する額が、１８，０００円に満たないときは、１８，０００円とする。

  ９ 時間外利用に係る利用料金は、グラウンド・ゴルフ場の利用の許可に係る利

用時間を超過した場合又は午前９時から午後５時までの時間以外に利用する場

合に徴収する。この場合において、当該時間外利用に係る利用時間が１時間に



満たないときは、１時間とする。



さいたま市条例第２７号 

さいたま市心身障害者医療費支給条例等の一部を改正する条例

 （さいたま市心身障害者医療費支給条例の一部改正）

第１条 さいたま市心身障害者医療費支給条例（平成１３年さいたま市条例第１６８

号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（対象者） （対象者） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２ 前項の規定（同項第１号アからコまでの規定を

除く。）にかかわらず、次の各号のいずれかに該

当する者は、対象者としない。 

２ 前項の規定（同項第１号アからコまでの規定を

除く。）にかかわらず、次の各号のいずれかに該

当する者は、対象者としない。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 児童福祉法第６条の３第８項に規定する小規

模住居型児童養育事業を行う者又は同法第６条

の４に規定する里親に委託されている者 

 児童福祉法第６条の３第８項に規定する小規

模住居型児童養育事業を行う者又は同法第６条

の４第１項に規定する里親に委託されている者

 ［略］  ［略］ 

（さいたま市妊婦健康診査費及び子育て支援医療費の助成に関する条例の一部改正

） 

第２条 さいたま市妊婦健康診査費及び子育て支援医療費の助成に関する条例（平成

１９年さいたま市条例第５３号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前



（定義） （定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。

 ［略］  ［略］

 乳幼児・児童 市内に住所を有する学校教育

法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定す

る中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期

課程、特別支援学校の中学部又はこれらに準じ

るものを卒業する日又は修了する日の属する月

の末日までの者その他規則で定める特別の事情

がある者で、医療保険各法の規定による被保険

者又は被扶養者であるもの。ただし、次のいず

れかに該当する者を除く。 

ア ［略］ 

イ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第６条の３第８項に規定する小規模住居型児

童養育事業を行う者又は同法第６条の４に規

定する里親に委託されている者

ウ・エ ［略］

 乳幼児・児童 市内に住所を有する学校教育

法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定す

る中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期

課程、特別支援学校の中学部又はこれらに準じ

るものを卒業する日又は修了する日の属する月

の末日までの者その他規則で定める特別の事情

がある者で、医療保険各法の規定による被保険

者又は被扶養者であるもの。ただし、次のいず

れかに該当する者を除く。 

ア ［略］ 

イ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第６条の３第８項に規定する小規模住居型児

童養育事業を行う者又は同法第６条の４第１

項に規定する里親に委託されている者

ウ・エ ［略］

 ～  [略]  ～  [略] 

（さいたま市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部改正）

第３条 さいたま市ひとり親家庭等医療費支給条例（平成１３年さいたま市条例第１

８０号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（定義） （定義）

第２条 ［略］ 第２条 ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

３ この条例において「養育者」とは、次に掲げる

児童（当該児童が規則で定める状態にあるときを

除く。）と同居して、これを監護し、かつ、その

生計を維持する者であって、当該児童の父母並び

に児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６

条の３第８項に規定する小規模住居型児童養育事

業を行う者及び同法第６条の４に規定する里親以

外のものをいう。 

  ～  ［略］ 

３ この条例において「養育者」とは、次に掲げる

児童（当該児童が規則で定める状態にあるときを

除く。）と同居して、これを監護し、かつ、その

生計を維持する者であって、当該児童の父母並び

に児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６

条の３第８項に規定する小規模住居型児童養育事

業を行う者及び同法第６条の４第１項に規定する

里親以外のものをいう。 

  ～  ［略］ 



４～８ ［略］ ４～８ ［略］ 

附 則

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。



さいたま市条例第２８号 

さいたま市子ども家庭総合センター条例 

（設置） 

第１条 子ども及び家庭を取り巻く課題に総合的に取り組み、子ども及び家庭並びに

地域の子育て機能を総合的に支援するため、さいたま市子ども家庭総合センター（

以下「センター」という。）をさいたま市浦和区上木崎４丁目４番１０号に設置す

る。 

（業務） 

第２条 センターは、次に掲げる業務を行う。 

 子ども及び家庭の総合的な相談支援の推進に関すること。 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条第２項に規定する業務に関

すること。 

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第６

条第２項に規定する業務に関すること。 

 子どもに係る教育相談に関すること。 

 男女共同参画の推進に係る家庭等の相談に関すること。 

 未成年者への自立に向けた支援に関すること。 

 地域の子育て支援に関すること。 

 子ども及び家庭並びに地域の子育てに係る企画及び研究に関すること。 

 次条第２項に規定する市民コンタクトスクエアの利用に関すること。 

 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な業

務に関すること。 

（センターの構成） 

第３条 前条に規定する業務を行うため、センターに次に掲げる専門相談機関を置く。 

 さいたま市児童相談所条例（平成１４年さいたま市条例第９７号）第２条に規

定するさいたま市児童相談所 

 さいたま市こころの健康センター条例（平成１４年さいたま市条例第１０３号 

）第１条に規定するさいたま市こころの健康センター 

 総合教育相談室 



 男女共同参画相談室 

 子どもケアホーム 

２ 前項に掲げるもののほか、センターに、ぱれっとひろば、中高生活動スペース、

多目的ホール、バンドスタジオ、ダンススタジオ、調理室その他規則で定める施設

及びこれらの附属設備（以下「市民コンタクトスクエア」という。）を置く。 

（市民コンタクトスクエアの休業日） 

第４条 市民コンタクトスクエアの休業日は、次のとおりとする。 

 水曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規

定する休日（以下「休日」という。）に当たるときは、その日後において、その

日に最も近い休日でない日） 

 １月１日から同月３日まで及び１２月２９日から同月３１日まで 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、センターの管理上必要と認めるときは、臨時

に休業日を定め、又は休業日に業務を行うことができる。 

（市民コンタクトスクエアの利用時間） 

第５条 市民コンタクトスクエアの利用時間は、午前９時から午後８時までとする。 

２ 市長は、特別な事由があると認めるときは、前項に規定する利用時間を変更する

ことができる。 

（利用資格等） 

第６条 市民コンタクトスクエアのうち、多目的ホール及び調理室並びにこれらの附

属設備を利用することができるものは、次に掲げるものとする。 

 子ども及び子育てに関する団体であって、市内で主たる活動を行うもの 

 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたもの 

２ 市民コンタクトスクエアのうち、バンドスタジオ及びダンススタジオ並びにこれ

らの附属設備を利用することができる者は、次に掲げる者とする。 

 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する未成年者 

 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者 

３ 多目的ホール、バンドスタジオ、ダンススタジオ及び調理室並びにこれらの附属

設備（以下「貸出施設等」という。）を利用しようとするものは、あらかじめ利用

の登録をしなければならない。 



（利用期間） 

第７条 貸出施設等を引き続いて利用することができる期間は、次のとおりとする。

ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。 

 多目的ホール ５日 

 バンドスタジオ、ダンススタジオ及び調理室 １日 

 前２号に掲げる施設の附属設備 利用する施設の引き続いて利用することがで

きる期間と同一の期間 

（利用の許可） 

第８条 貸出施設等を利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなけれ

ばならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付する

ことができる。 

（利用の制限） 

第９条 市長は、センターの利用について、次の各号のいずれかに該当すると認める

ときは、その利用に条件を付し、又はその利用を拒否することができる。 

 センターの設置の目的に反するとき。 

 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

 センターを損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。 

 前３号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき、又は市長が適

当でないと認めるとき。 

（利用権の譲渡等の禁止） 

第１０条 第８条の利用の許可を受けたもの（以下「貸出施設等の利用者」という。

）は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。 

（特別の設備等の制限） 

第１１条 センターを利用する者（以下「利用者」という。）は、市民コンタクトス

クエアを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利

用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 

（利用許可の取消し等） 

第１２条 市長は、貸出施設等の利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は



センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若

しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。 

 この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。 

 利用の許可の取消しを申し出たとき。 

 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。 

２ 前項の規定による措置によって貸出施設等の利用者に損害が生じることがあって

も、市は、その責めを負わない。 

（入館の禁止等） 

第１３条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは他の利用者に迷惑を及ぼし、

又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命じることがで

きる。 

（原状回復の義務） 

第１４条 利用者は、市民コンタクトスクエアの利用が終わったときは、速やかに当

該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第９条の規

定により利用を拒否されたとき、第１２条第１項の規定により利用の停止若しくは

許可の取消しの処分を受けたとき、又は前条の規定により退館を命じられたときも、

同様とする。 

２ 利用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、

これに要した費用は、利用者が負担する。 

（損害賠償の義務） 

第１５条 利用者が故意又は過失によりセンターを損傷し、又は滅失したときは、利

用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別

の理由があると認めるときは、この限りではない。 

（指定管理者による管理） 

第１６条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の

規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管理者」

という。）に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせるこ

とができる。 



 第２条第１号及び第７号から第１０号までに掲げる業務 

 センターの施設及び設備の維持管理に関する業務 

 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務 

２ 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせる

ことができる。 

 第４条第１項の規定にかかわらず、センターの管理上必要があると認めるとき

に、市長の承認を得て、臨時に休業日を定め、又は休業日に業務を行うこと。 

 第５条第１項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときに、市長の承

認を得て、利用時間を変更すること。 

 第７条本文の規定にかかわらず、センターの管理上必要があると認めるときに、

市長の承認を得て、引き続いて利用することができる期間を変更すること。 

 第８条第１項の規定により、貸出施設等の利用の許可若しくは許可に係る事項

の変更の許可をすること又は同条第２項の規定により、許可に条件を付すること。 

 第９条の規定により、同条第１号から第３号までのいずれかに該当すると認め

るとき、又はセンターの管理上支障があるとき、若しくはセンターを利用させる

ことが適当でないと認めるときに、利用に条件を付し、又は利用を拒否すること。 

 第１１条の規定により、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用

する場合に許可をすること。 

 第１２条第１項の規定により、同項第１号から第３号までのいずれかに該当す

るとき、利用の許可の条件若しくは指定管理者の指示に従わないとき、又はセン

ターの管理上特に必要があるときに、許可に係る利用の条件を変更し、若しくは

利用を停止し、又は許可を取り消すこと。 

 第１３条の規定により、入館を禁止し、又は退館を命じること。 

（委任） 

第１７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 



さいたま市条例第２９号 

さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

さいたま市国民健康保険税条例（平成１４年さいたま市条例第２８号）の一部を次

のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （課税額）  （課税額）

第３条 ［略］ 第３条 ［略］

２ 前項の基礎課税額は、国保課税被保険者（前条

第１項の世帯主及びその世帯に属する国民健康保

険の被保険者並びに前条第２項の世帯主に係る世

帯に属する国民健康保険の被保険者をいう。以下

同じ。）につき算定した所得割額及び被保険者均

等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が５

２万円を超える場合においては、基礎課税額は、

５２万円とする。

２ 前項の基礎課税額は、国保課税被保険者（前条

第１項の世帯主及びその世帯に属する国民健康保

険の被保険者並びに前条第２項の世帯主に係る世

帯に属する国民健康保険の被保険者をいう。以下

同じ。）につき算定した所得割額及び被保険者均

等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が５

０万円を超える場合においては、基礎課税額は、

５０万円とする。

３ 第１項の後期高齢者支援金等課税額は、国保課

税被保険者につき算定した所得割額及び被保険者

均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が

１６万円を超える場合においては、後期高齢者支

援金等課税額は、１６万円とする。

３ 第１項の後期高齢者支援金等課税額は、国保課

税被保険者につき算定した所得割額及び被保険者

均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が

１３万円を超える場合においては、後期高齢者支

援金等課税額は、１３万円とする。

４ 第１項の介護納付金課税額は、介護納付金課税

被保険者（国保課税被保険者のうち介護保険法第

 ９条第２号に規定する被保険者であるものをいう。

 以下同じ。）につき算定した所得割額及び被保険

者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額

が１３万円を超える場合においては、介護納付金

課税額は、１３万円とする。

４ 第１項の介護納付金課税額は、介護納付金課税

被保険者（国保課税被保険者のうち介護保険法第

 ９条第２号に規定する被保険者であるものをいう。

 以下同じ。）につき算定した所得割額及び被保険

者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額

が１０万円を超える場合においては、介護納付金

課税額は、１０万円とする。

 （国民健康保険税の減額）  （国民健康保険税の減額）

第２１条 次の各号に掲げる国民健康保険税の納税

義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第

３条第２項本文の基礎課税額から当該各号アに掲

げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

５２万円を超える場合には、５２万円）及び同条

第３項本文の後期高齢者支援金等課税額から当該

各号イに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が１６万円を超える場合には、１６万円

第２１条 次の各号に掲げる国民健康保険税の納税

義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第

３条第２項本文の基礎課税額から当該各号アに掲

げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

５０万円を超える場合には、５０万円）及び同条

第３項本文の後期高齢者支援金等課税額から当該

各号イに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が１３万円を超える場合には、１３万円



）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額から

当該各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１３万円を超える場合には、１３

万円）の合算額とする。

）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額から

当該各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１０万円を超える場合には、１０

万円）の合算額とする。

  ～  ［略］   ～  ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

附 則

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。



さいたま市条例第３０号 

   さいたま市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関 

   する条例等の一部を改正する条例

 （さいたま市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例の一部改正） 

第１条 さいたま市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例（平成２４年さいたま市条例第７３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前

 （従業者の員数）  （従業者の員数）

第６０条の３ 指定地域密着型通所介護の事業を行

う者（以下「指定地域密着型通所介護事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「指定地

域密着型通所介護事業所」という。）ごとに置く

べき従業者（以下この節から第４節までにおいて

「地域密着型通所介護従業者」という。）の員数

は、次のとおりとする。 

第６０条の３ 指定地域密着型通所介護の事業を行

う者（以下「指定地域密着型通所介護事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「指定地

域密着型通所介護事業所」という。）ごとに置く

べき従業者（以下この節から第４節までにおいて

「地域密着型通所介護従業者」という。）の員数

は、次のとおりとする。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 介護職員 指定地域密着型通所介護の単位ご

とに、当該指定地域密着型通所介護を提供して

いる時間帯に介護職員（専ら当該指定地域密着

型通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務

している時間数の合計数を当該指定地域密着型

通所介護を提供している時間数（次項において

  「提供単位時間数」という。）で除して得た数

が利用者（当該指定地域密着型通所介護事業者

が法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定す

る第１号通所事業（地域における医療及び介護

の総合的な確保を推進するための関係法律の整

備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）

第５条による改正前の法第８条の２第７項に規

定する介護予防通所介護に相当するものとして

市長が定めるものに限る。）に係る法第１１５

条の４５の３第１項に規定する指定事業者の指

定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介

護の事業と当該第１号通所事業とが同一の事業

 介護職員 指定地域密着型通所介護の単位ご

とに、当該指定地域密着型通所介護を提供して

いる時間帯に介護職員（専ら当該指定地域密着

型通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務

している時間数の合計数を当該指定地域密着型

通所介護を提供している時間数（次項において

「提供単位時間数」という。）で除して得た数

が利用者（当該指定地域密着型通所介護事業者

が指定介護予防通所介護事業者（指定介護予防

サービス条例第８９条第１項に規定する指定介

護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。）の

指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所

介護の事業と指定介護予防通所介護（指定介護

予防サービス条例第８８条に規定する指定介護

予防通所介護をいう。以下同じ。）の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている

場合にあっては、当該事業所における指定地域

密着型通所介護又は指定介護予防通所介護の利



  所において一体的に運営されている場合にあっ

ては、当該事業所における指定地域密着型通所

介護又は当該第１号通所事業の利用者。以下こ

の節及び次節において同じ。）の数が１５人ま

での場合にあっては１以上、１５人を超える場

合にあっては１５人を超える部分の数を５で除

して得た数に１を加えた数以上確保されるため

に必要と認められる数 

  用者。以下この節及び次節において同じ。）の

数が１５人までの場合にあっては１以上、１５

人を超える場合にあっては１５人を超える部分

の数を５で除して得た数に１を加えた数以上確

保されるために必要と認められる数 

 ［略］    ［略］ 

２～８ ［略］ ２～８ ［略］ 

 （さいたま市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改

正する条例の一部改正） 

第２条 さいたま市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例等の一部

を改正する条例（平成２７年さいたま市条例第３１号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

  第３条中第６条の改正を次のように改める。

 （訪問介護員等の員数）  （訪問介護員等の員数）

第６条 ［略］ 第６条 ［略］

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ご

とに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者（当該

指定訪問介護事業者が法第１１５条の４５第１項

第１号イに規定する第１号訪問事業（地域におけ

る医療及び介護の総合的な確保を推進するための

関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律

第８３号。以下「整備法」という。）第５条によ

る改正前の法（以下「旧法」という。）第８条の

２第２項に規定する介護予防訪問介護に相当する

ものとして市長が定めるものに限る。）に係る法

第１１５条の４５の３第１項に規定する指定事業

者（以下「指定事業者」という。）の指定を併せ

て受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第１号

訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合にあっては、当該事業所における

指定訪問介護又は当該第１号訪問事業の利用者。

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ご

とに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者（当該

指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事業

者（さいたま市指定介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成２

４年さいたま市条例第６９号。以下「指定介護予

防サービス条例」という。）第６条第１項に規定

する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護

の事業と指定介護予防訪問介護（指定介護予防サ

ービス条例第５条に規定する指定介護予防訪問介

護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所

において一体的に運営されている場合にあっては、

 当該事業所における指定訪問介護及び指定介護予

防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。

）の数が４０又はその端数を増すごとに１人以上



 以下この条において同じ。）の数が４０又はその

端数を増すごとに１人以上の者をサービス提供責

任者としなければならない。この場合において、

当該サービス提供責任者の員数については、利用

者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

の者をサービス提供責任者としなければならない。

 この場合において、当該サービス提供責任者の員

数については、利用者の数に応じて常勤換算方法

によることができる。

３～５ ［略］ ３～５ ［略］

６ 指定訪問介護事業者が第２項に規定する第１号

訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、

かつ、指定訪問介護の事業と当該第１号訪問事業

とが同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、市長が定める当該第１号訪問

事業の人員に関する基準を満たすことをもって、

 前各項に規定する基準を満たしているものとみな

すことができる。

６ 指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事

業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の

事業と指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合につい

ては、指定介護予防サービス条例第６条第１項か

ら第４項までに規定する人員に関する基準を満た

すことをもって、前各項に規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。

  第３条中第８条の改正を次のように改める。

（設備及び備品等） （設備及び備品等） 

第８条 ［略］ 第８条 ［略］

２ 指定訪問介護事業者が第６条第２項に規定する

第１号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて

受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第１号訪

問事業とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合については、市長が定める当該第１

号訪問事業の設備に関する基準を満たすことをも

って、前項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。

２ 指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事

業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の

事業と指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合につい

ては、指定介護予防サービス条例第８条第１項に

 規定する設備に関する基準を満たすことをもって、

 前項に規定する基準を満たしているものとみなす

ことができる。

  第３条中第４２条の２の改正を次のように改める。

 （訪問介護員等の員数）  （訪問介護員等の員数） 

第４２条の２ ［略］ 第４２条の２ ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 基準該当訪問介護の事業と法第１１５条の４５

第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（旧法

第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護及

び基準該当介護予防サービス（法第５４条第１項

第２号に規定する基準該当介護予防サービスをい

う。以下同じ。）に相当するものとして市長が定

めるものに限る。）とが、同一の事業者により同

一の事業所において一体的に運営されている場合

については、市長が定める当該第１号訪問事業の

人員に関する基準を満たすことをもって、前２項

に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。

３ 基準該当訪問介護の事業と基準該当介護予防訪

問介護（指定介護予防サービス条例第４２条の２

第１項に規定する基準該当介護予防訪問介護をい

う。以下同じ。）の事業とが、同一の事業者によ

り同一の事業所において一体的に運営されている

場合については、同項及び同条第２項に規定する

人員に関する基準を満たすことをもって、前２項

に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。

  第３条中第４２条の４の改正を次のように改める。

 （設備及び備品等）  （設備及び備品等）

第４２条の４ ［略］ 第４２条の４ ［略］



２ 基準該当訪問介護の事業と第４２条の２第３項

に規定する第１号訪問事業とが、同一の事業者に

より同一の事業所において一体的に運営される場

合については、市長が定める当該第１号訪問事業

の設備に関する基準を満たすことをもって、前項

に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。

２ 基準該当訪問介護の事業と基準該当介護予防訪

問介護の事業とが、同一の事業者により同一の事

業所において一体的に運営される場合については、

 指定介護予防サービス条例第４２条の４第１項に

 規定する設備に関する基準を満たすことをもって、

 前項に規定する基準を満たしているものとみなす

ことができる。

  第３条中第９１条の改正を次のように改める。

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第９１条 指定通所介護の事業を行う者（以下「指

定通所介護事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「指定通所介護事業所」という。）

ごとに置くべき従業者（以下この節から第４節ま

でにおいて「通所介護従業者」という。）及びそ

の員数は、次のとおりとする。

第９１条 指定通所介護の事業を行う者（以下「指

定通所介護事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「指定通所介護事業所」という。）

ごとに置くべき従業者（以下この節から第４節ま

でにおいて「通所介護従業者」という。）及びそ

の員数は、次のとおりとする。

  ・  ［略］   ・  ［略］

 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該

指定通所介護を提供している時間帯に介護職員

（専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限

る。）が勤務している時間数の合計数を当該指

定通所介護を提供している時間数（次項におい

て「提供単位時間数」という。）で除して得た

数が利用者（当該指定通所介護事業者が法第１

１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号

通所事業（旧法第８条の２第７項に規定する介

護予防通所介護に相当するものとして市長が定

めるものに限る。）に係る指定事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該

第１号通所事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合にあっては、当該事業

所における指定通所介護又は当該第１号通所事

  業の利用者。以下この節及び次節において同じ。

  ）の数が１５人までの場合にあっては１以上、

１５人を超える場合にあっては１５人を超える

部分の数を５で除して得た数に１を加えた数以

上確保されるために必要と認められる数

 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該

指定通所介護を提供している時間帯に介護職員

（専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限

る。）が勤務している時間数の合計数を当該指

定通所介護を提供している時間数（次項におい

て「提供単位時間数」という。）で除して得た

数が利用者（当該指定通所介護事業者が指定介

護予防通所介護事業者（指定介護予防サービス

条例第８９条第１項に規定する指定介護予防通

所介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併

せて受け、かつ、指定通所介護の事業と指定介

護予防通所介護（指定介護予防サービス条例第

８８条に規定する指定介護予防通所介護をいう。

  以下同じ。）の事業とが同一の事業所において

一体的に運営されている場合にあっては、当該

事業所における指定通所介護又は指定介護予防

通所介護の利用者。以下この節及び次節におい

て同じ。）の数が１５人までの場合にあっては

１以上、１５人を超える場合にあっては１５人

を超える部分の数を５で除して得た数に１を加

えた数以上確保されるために必要と認められる

数

 ［略］  ［略］

２～７ ［略］ ２～７ ［略］

８ 指定通所介護事業者が第１項第３号に規定する

第１号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて

受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第１号通

所事業とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合については、市長が定める当該第１

号通所事業の人員に関する基準を満たすことをも

って、前各項に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。

８ 指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事

業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の

事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合につい

ては、指定介護予防サービス条例第８９条第１項

から第７項までに規定する人員に関する基準を満

たすことをもって、前各項に規定する基準を満た

しているものとみなすことができる。



  第３条中第９３条の改正を次のように改める。

 （設備及び備品等）  （設備及び備品等） 

第９３条 ［略］ 第９３条 ［略］

２～４ ［略］ ２～４ ［略］

５ 指定通所介護事業者が第９１条第１項第３号に

規定する第１号通所事業に係る指定事業者の指定

を併せて受け、かつ、当該第１号通所事業と指定

介護予防通所介護の事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合については、市長

が定める当該第１号通所事業の設備に関する基準

を満たすことをもって、第１項から第３項までに

規定する基準を満たしているものとみなすことが

できる。

５ 指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事

業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の

事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合につい

ては、指定介護予防サービス条例第９１条第１項

から第３項までに規定する設備に関する基準を満

たすことをもって、第１項から第３項までに規定

する基準を満たしているものとみなすことができ

る。

  第３条中第１２２条の２の改正を次のように改める。

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１２２条の２ 基準該当居宅サービスに該当する

通所介護又はこれに相当するサービス（以下「基

準該当通所介護」という。）の事業を行う者（以

下「基準該当通所介護事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下「基準該当通所介護事業

所」という。）ごとに置くべき従業者（以下この

節において「通所介護従業者」という。）の員数

は、次のとおりとする。

第１２２条の２ 基準該当居宅サービスに該当する

通所介護又はこれに相当するサービス（以下「基

準該当通所介護」という。）の事業を行う者（以

下「基準該当通所介護事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下「基準該当通所介護事業

所」という。）ごとに置くべき従業者（以下この

節において「通所介護従業者」という。）の員数

は、次のとおりとする。

  ・  ［略］   ・  ［略］

 介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、

当該基準該当通所介護を提供している時間帯に

介護職員（専ら当該基準該当通所介護の提供に

当たる者に限る。）が勤務している時間数の合

計数を当該基準該当通所介護を提供している時

間数（次項において「提供単位時間数」という。

  ）で除して得た数が利用者（当該基準該当通所

介護事業者が基準該当通所介護の事業と法第１

１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号

通所事業（旧法第８条の２第７項に規定する介

護予防通所介護及び基準該当介護予防サービス

  に相当するものとして市長が定めるものに限る。

  ）の事業を同一の事業所において一体的に運営

している場合にあっては、当該事業所における

基準該当通所介護又は当該第１号通所事業の利

用者。以下この条において同じ。）の数が１５

人までの場合にあっては１以上、１５人を超え

る場合にあっては１５人を超える部分の数を５

で除して得た数に１を加えた数以上確保される

ために必要と認められる数

 介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、

当該基準該当通所介護を提供している時間帯に

介護職員（専ら当該基準該当通所介護の提供に

当たる者に限る。）が勤務している時間数の合

計数を当該基準該当通所介護を提供している時

間数（次項において「提供単位時間数」という。

  ）で除して得た数が利用者（当該基準該当通所

介護事業者が基準該当通所介護の事業と基準該

当介護予防通所介護（指定介護予防サービス条

例第１０３条の２第１項に規定する基準該当介

護予防通所介護をいう。以下同じ。）の事業を

同一の事業所において一体的に運営している場

合にあっては、当該事業所における基準該当通

  所介護又は基準該当介護予防通所介護の利用者。

  以下この条において同じ。）の数が１５人まで

の場合にあっては１以上、１５人を超える場合

にあっては１５人を超える部分の数を５で除し

て得た数に１を加えた数以上確保されるために

必要と認められる数

 ［略］  ［略］

２～６ ［略］ ２～６ ［略］



７ 基準該当通所介護の事業と第１項第３号に規定

する第１号通所事業とが、同一の事業者により同

一の事業所において一体的に運営されている場合

については、市長が定める当該第１号通所事業の

人員に関する基準を満たすことをもって、前各項

に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。

７ 基準該当通所介護の事業と基準該当介護予防通

所介護の事業とが、同一の事業者により同一の事

業所において一体的に運営されている場合につい

ては、指定介護予防サービス条例第１０３条の２

第１項から第６項までに規定する人員に関する基

準を満たすことをもって、前各項に規定する基準

を満たしているものとみなすことができる。

  第３条中第１２２条の４の改正を次のように改める。

 （設備及び備品等）  （設備及び備品等）

第１２２条の４ ［略］ 第１２２条の４ ［略］

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

４ 基準該当通所介護の事業と第１２２条の２第１

項第３号に規定する第１号通所事業とが、同一の

事業者により同一の事業所において一体的に運営

される場合については、市長が定める当該第１号

通所事業の設備に関する基準を満たすことをもっ

て、前３項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。

４ 基準該当通所介護の事業と基準該当介護予防通

所介護の事業とが、同一の事業者により同一の事

業所において一体的に運営される場合については、

 指定介護予防サービス条例第１０３条の４第１項

から第３項までに規定する設備に関する基準を満

たすことをもって、前３項に規定する基準を満た

しているものとみなすことができる。

附 則

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、公布の

日から施行する。



さいたま市条例第３１号 

さいたま市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例 

さいたま市スポーツ振興審議会条例（平成１３年さいたま市条例第１３４号）の一

部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（委員） （委員） 

第４条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから

市長が委嘱する。 

第４条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから

市長が委嘱し、又は任命する。 

 ［略］    ［略］ 

 関係団体の代表者  関係行政機関の職員 

 公募による市民 

２ ［略］ ２ ［略］ 

附 則 

 この条例は、平成２９年７月２８日から施行する。 



さいたま市条例第３２号 

   さいたま市中小企業融資条例の一部を改正する条例 

 さいたま市中小企業融資条例（平成１３年さいたま市条例第２２５号）の一部を次

のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （定義）  （定義） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２ この条例において「創業者」とは、中小企業等

経営強化法（平成１１年法律第１８号）第２条第

３項第１号に規定する者であって事業を開始する

日に中小企業者となるもの、同項第２号又は第３

号に規定する者であって事業を開始する日に中小

企業者となる会社を設立するもの及び同条第４項

第１号又は第２号に規定する者であって中小企業

者であるものをいう。 

２ この条例において「創業者」とは、中小企業の

新たな事業活動の促進に関する法律（平成１１年

法律第１８号）第２条第２項第１号に規定する者

であって事業を開始する日に中小企業者となるも

の、同項第２号又は第３号に規定する者であって

事業を開始する日に中小企業者となる会社を設立

するもの及び同条第３項第１号又は第２号に規定

する者であって中小企業者であるものをいう。 

３ ［略］ ３ ［略］

（融資の種類） （融資の種類） 

第４条 融資の種類は、次のとおりとする。 第４条 融資の種類は、次のとおりとする。 

～  ［略］   ～  ［略］

 中小企業経営力強化資金融資 

 ［略］  ［略］

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 



さいたま市条例第３３号 

   さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例

 さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例（平成１３年さいたま市条例第２

４３号）の一部を次のように改正する。

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （定義）  （定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。

 自動車 道路交通法（昭和３５年法律第１０

５号）第３条に規定する大型自動車、中型自動

車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動

車、小型特殊自動車並びに大型自動二輪車（側

車付きのものに限る。）及び普通自動二輪車（

側車付きのものに限る。）をいう。

 自動車 道路交通法（昭和３５年法律第１０

５号）第３条に規定する大型自動車、中型自動

車、普通自動車、大型特殊自動車、小型特殊自

動車並びに大型自動二輪車（側車付きのものに

限る。）及び普通自動二輪車（側車付きのもの

に限る。）をいう。

  ～  ［略］   ～  ［略］

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



さいたま市条例第３４号 

さいたま市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条

例 

さいたま市風致地区内における建築等の規制に関する条例（平成１４年さいたま市

条例第１１１号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（許可を要する行為） （許可を要する行為） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 国、県若しくは本市の機関又は次に掲げる独立

行政法人が行う行為については、第１項の許可を

受けることを要しない。この場合において、当該

国、県若しくは本市の機関又は独立行政法人は、

その行為をしようとするときは、あらかじめ、市

長に協議しなければならない。 

３ 国、県若しくは本市の機関又は次に掲げる独立

行政法人が行う行為については、第１項の許可を

受けることを要しない。この場合において、当該

国、県若しくは本市の機関又は独立行政法人は、

その行為をしようとするときは、あらかじめ、市

長に協議しなければならない。 

 ［略］    ［略］ 

 国立研究開発法人森林研究・整備機構  国立研究開発法人森林総合研究所 

～  ［略］  ～  ［略］ 

附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 



さいたま市条例第３５号 

   さいたま市消防団条例の一部を改正する条例 

 さいたま市消防団条例（平成１３年さいたま市条例第２８２号）の一部を次のよう

に改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第１４条関係） 別表（第１４条関係） 

区分 報酬額（年額） 

 ［略］ 

消防班長 ３７，０００円

消防団員 ３６，５００円

区分 報酬額（年額） 

 ［略］ 

消防班長 ３３，０００円 

消防団員 ３１，０００円 

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 



さいたま市条例第３６号 

さいたま市市税条例の一部を改正する条例

 さいたま市市税条例（平成１３年さいたま市条例第６７号）の一部を次のように改

正する。

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

   附 則    附 則

 （軽自動車税の賦課徴収の特例）

第３２条の２ 市長は、軽自動車税の賦課徴収に関

し、３輪以上の軽自動車が前条第２項から第４項

までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車に

該当するかどうかの判断をするときは、国土交通

大臣の認定等（法附則第３０条の２第１項に規定

する国土交通大臣の認定等をいう。次項において

同じ。）に基づき当該判断をするものとする。

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の額について不

足額があることを第９２条第２項の納期限（納期

限の延長があったときは、その延長された納期限

）後において知った場合において、当該事実が生

じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした

者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に

当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した

者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土

交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土

交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消し

たことによるものであるときは、当該申請をした

者又はその一般承継人を賦課期日現在における当

該不足額に係る３輪以上の軽自動車の所有者とみ

なして、軽自動車税に関する規定（第９４条及び

第９５条の規定を除く。）を適用する。

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべ

き軽自動車税の額は、同項の不足額に、これに１

００分の１０の割合を乗じて計算した金額を加算

した金額とする。

４ 第２項の規定の適用がある場合における第１１

条の規定の適用については、同条中「納期限（」

とあるのは、「納期限（附則第３２条の２第２項

の規定の適用がないものとした場合の当該３輪以



上の軽自動車の所有者についての軽自動車税の納

期限とし、当該」とする。

附 則

 （施行期日）

第１条 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。

 （軽自動車税に関する経過措置）

第２条 この条例による改正後のさいたま市市税条例（次項において「改正後の条例

という。）附則第３２条の２の規定は、平成２９年度以後の年度分の軽自動車税に

ついて適用し、平成２８年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

２ 市長は、納付すべき軽自動車税（平成２８年度以前の年度分のものに限る。）の

額について不足額があることを改正後の条例第９２条第２項の納期限（納期限の延

長があったときは、その延長された納期限）後において知った場合において、当該

事実が生じた原因が当該不足額に係る３輪以上の軽自動車の所有者以外の者（以下

この条において「第三者」という。）にあるときは、地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第１３条第１項の規定による告知をする前に、当該第三者（当該第三者

と地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２号

）附則第１８条第２項に規定する特別の関係のある者を含む。以下この条において

同じ。）に対し、当該不足額に係る軽自動車税の納付を申し出る機会を与えること

ができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、

当該第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る３輪以上の軽自動車の所有者

とみなして、改正後の条例中軽自動車税に関する規定（第９４条及び第９５条の規

定を除く。）を適用する。

３ 前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。



さいたま市条例第３７号 

さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関

する条例及びさいたま市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例 

（さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例の一部改正） 

第１条 さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例（平成２４年さいたま市条例第５８号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（就労） （就労） 

第１７９条 ［略］ 第１７９条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の

提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及

び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏ま

えたものとしなければならない。 

（賃金及び工賃） （賃金及び工賃） 

第１８０条 ［略］ 第１８０条 ［略］ 

２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、生産活動に係

る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経

費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払

う賃金の総額以上となるようにしなければならな

い。 

３ ［略］ ２ ［略］ 

４ ［略］ ３ ［略］ 

５ 第３項の規定により雇用契約を締結していない

利用者それぞれに対し支払われる１月当たりの工

賃の平均額は、３，０００円を下回ってはならな

い。 

４ 第２項の規定により雇用契約を締結していない

利用者それぞれに対し支払われる１月当たりの工

賃の平均額は、３，０００円を下回ってはならな

い。 

６ 賃金及び第３項に規定する工賃の支払いに要す

る額は、原則として、自立支援給付をもって充て

てはならない。ただし、災害その他やむを得ない



理由がある場合は、この限りでない。 

（運営規程） 

第１８４条の２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、

指定就労継続支援Ａ型事業所ごとに、次に掲げる

事業の運営についての重要事項に関する運営規程

を定めておかなければならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 営業日及び営業時間 

 利用定員 

 指定就労継続支援Ａ型の内容（生産活動に係

るものを除く。）並びに支給決定障害者から受

領する費用の種類及びその額 

 指定就労継続支援Ａ型の内容（生産活動に係

るものに限る。）、賃金及び第１８０条第３項

に規定する工賃並びに利用者の労働時間及び作

業時間 

 通常の事業の実施地域 

 サービスの利用に当たっての留意事項 

 緊急時等における対応方法 

 非常災害対策 

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた

場合には当該障害の種類 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重

要事項 

（準用） （準用） 

第１８５条 第１０条から第１８条まで、第２０条、

 第２１条、第２３条、第２４条、第２９条、第３

７条から第４２条まで、第５９条から第６２条ま

で、第６８条、第７０条から第７２条まで、第７

５条から第７７条まで、第８８条から第９０条ま

で、第９２条から第９４条まで、第１４６条、第

１４７条及び第１７１条の規定は、指定就労継続

支援Ａ型の事業について準用する。この場合にお

いて、第１０条第１項中「第３２条」とあるのは

「第１８４条の２」と、第２１条第２項中「次条

第１項」とあるのは「第１８５条において準用す

る第１４６条第１項」と、第２４条第２項中「第

２２条第２項」とあるのは「第１８５条において

準用する第１４６条第２項」と、第５９条第１項

中「次条第１項」とあるのは「第１８５条におい

て読み替えて準用する次条第１項」と、「療養介

護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、

 第６０条中「療養介護計画」とあるのは「就労継

続支援Ａ型計画」と、第６１条中「前条」とある

のは「第１８５条において準用する前条」と、第

第１８５条 第１０条から第１８条まで、第２０条、

 第２１条、第２３条、第２４条、第２９条、第３

７条から第４２条まで、第５９条から第６２条ま

で、第６８条、第７０条から第７２条まで、第７

５条から第７７条まで、第８８条から第９４条ま

で、第１４６条、第１４７条及び第１７１条の規

定は、指定就労継続支援Ａ型の事業について準用

する。この場合において、第１０条第１項中「第

３２条」とあるのは「第１８５条において準用す

る第９１条」と、第２１条第２項中「次条第１項

」とあるのは「第１８５条において準用する第１

４６条第１項」と、第２４条第２項中「第２２条

第２項」とあるのは「第１８５条において準用す

る第１４６条第２項」と、第５９条第１項中「次

条第１項」とあるのは「第１８５条において読み

替えて準用する次条第１項」と、「療養介護計画

」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、第６

０条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支

援Ａ型計画」と、第６１条中「前条」とあるのは

「第１８５条において準用する前条」と、第７７



７７条第２項第１号中「第６０条第１項」とある

のは「第１８５条において読み替えて準用する第

６０条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは

「就労継続支援Ａ型計画」と、同項第２号中「第

５５条第１項」とあるのは「第１８５条において

準用する第２０条第１項」と、同項第３号中「第

６７条」とあるのは「第１８５条において準用す

る第９０条」と、同項第４号中「第７５条第２項

」とあるのは「第１８５条において準用する第７

５条第２項」と、同項第５号及び第６号中「次条

」とあるのは「第１８５条」と、第９４条中「前

条」とあるのは「第１８５条において準用する前

条」と読み替えるものとする。 

条第２項第１号中「第６０条第１項」とあるのは

「第１８５条において読み替えて準用する第６０

条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「就

労継続支援Ａ型計画」と、同項第２号中「第５５

条第１項」とあるのは「第１８５条において準用

する第２０条第１項」と、同項第３号中「第６７

条」とあるのは「第１８５条において準用する第

９０条」と、同項第４号中「第７５条第２項」と

あるのは「第１８５条において準用する第７５条

第２項」と、同項第５号及び第６号中「次条」と

あるのは「第１８５条」と、第９１条中「第９４

条」とあるのは「第１８５条において準用する第

９４条」と、第９４条中「前条」とあるのは「第

１８５条において準用する前条」と読み替えるも

のとする。 

（さいたま市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正   

） 

第２条 さいたま市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成

２４年さいたま市条例第６０号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（運営規程） 

第７１条の２ 就労継続支援Ａ型事業者は、就労継

続支援Ａ型事業所ごとに、次に掲げる事業の運営

についての重要事項に関する運営規程を定めてお

かなければならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 職員の職種、員数及び職務の内容 

 営業日及び営業時間 

 利用定員 

 就労継続支援Ａ型の内容（生産活動に係るも

 のを除く。）並びに利用者から受領する費用の

 種類及びその額 

 就労継続支援Ａ型の内容（生産活動に係るも

  のに限る。）、賃金及び第７９条第３項に規定

  する工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間



 通常の事業の実施地域（当該事業所が通常時

にサービスを提供する地域をいう。） 

 サービスの利用に当たっての留意事項 

 緊急時等における対応方法 

 非常災害対策 

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた

  場合には当該障害の種類 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重

要事項 

（就労） （就労） 

第７８条 ［略］ 第７８条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提供

に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能

力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえた

ものとしなければならない。 

（賃金及び工賃） （賃金及び工賃） 

第７９条 ［略］ 第７９条 ［略］ 

２ 就労継続支援Ａ型事業者は、生産活動に係る事

業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を

控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃

金の総額以上となるようにしなければならない。

３ ［略］ ２ ［略］ 

４ ［略］ ３ ［略］ 

５ 第３項の規定により雇用契約を締結していない

利用者それぞれに対し支払われる１月当たりの工

賃の平均額は、３，０００円を下回ってはならな

い。 

４ 第２項の規定により雇用契約を締結していない

利用者それぞれに対し支払われる１月当たりの工

賃の平均額は、３，０００円を下回ってはならな

い。 

（準用） （準用） 

第８４条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第３２条まで、第３４条、第４１条、第４５条か

ら第４９条まで及び第５３条の規定は、就労継続

支援Ａ型の事業について準用する。この場合にお

いて、第９条第２項第１号中「第１７条第１項」

とあるのは「第８４条において読み替えて準用す

る第１７条第１項」と、「療養介護計画」とある

のは「就労継続支援Ａ型計画」と、同項第２号中

「第２８条第２項」とあるのは「第８４条におい

て準用する第２８条第２項」と、同項第３号中「

第３０条第２項」とあるのは「第８４条において

準用する第３０条第２項」と、同項第４号中「第

３２条第２項」とあるのは「第８４条において準

用する第３２条第２項」と、第１６条第１項中「

第８４条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第３２条まで、第３４条、第３６条、第４１条、

第４５条から第４９条まで及び第５３条の規定は、

 就労継続支援Ａ型の事業について準用する。この

場合において、第９条第２項第１号中「第１７条

第１項」とあるのは「第８４条において読み替え

て準用する第１７条第１項」と、「療養介護計画

」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、同項

第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第８４

条において準用する第２８条第２項」と、同項第

３号中「第３０条第２項」とあるのは「第８４条

において準用する第３０条第２項」と、同項第４

号中「第３２条第２項」とあるのは「第８４条に

おいて準用する第３２条第２項」と、第１６条第



次条第１項」とあるのは「第８４条において読み

替えて準用する次条第１項」と、第１７条中「療

養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画

」と、第１８条中「前条」とあるのは「第８４条

において準用する前条」と読み替えるものとする。

１項中「次条第１項」とあるのは「第８４条にお

いて読み替えて準用する次条第１項」と、第１７

条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援

Ａ型計画」と、第１８条中「前条」とあるのは「

第８４条において準用する前条」と読み替えるも

のとする。 

附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 



さいたま市条例第３８号 

さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

の一部を改正する条例 

さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平

成２４年さいたま市条例第６４号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（指定障害児通所支援事業者等の一般原則） （指定障害児通所支援事業者等の一般原則） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定障害児通所支援事業者等は、地域及び家庭

との結び付きを重視した運営を行い、市町村、障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号）第５条

第１項に規定する障害福祉サービス（第２１条、

第５０条及び第７３条において「障害福祉サービ

ス」という。）を行う者、児童福祉施設その他の

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者

との連携に努めなければならない。 

３ 指定障害児通所支援事業者等は、地域及び家庭

との結び付きを重視した運営を行い、市町村、障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号）第５条

第１項に規定する障害福祉サービス（第２１条及

 び第５０条において「障害福祉サービス」という。

 ）を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サー

ビス又は福祉サービスを提供する者との連携に努

めなければならない。 

４ ［略］ ４ ［略］ 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第７３条 指定放課後等デイサービスの事業を行う

者（以下「指定放課後等デイサービス事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「指定放

課後等デイサービス事業所」という。）に置くべ

き従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

第７３条 指定放課後等デイサービスの事業を行う

者（以下「指定放課後等デイサービス事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「指定放

課後等デイサービス事業所」という。）に置くべ

き従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

 児童指導員、保育士又は学校教育法の規定に

よる高等学校若しくは中等教育学校を卒業した

者、同法第９０条第２項の規定により大学への

入学を認められた者、通常の課程による１２年

の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課

程によりこれに相当する学校教育を修了した者

を含む。）若しくは文部科学大臣がこれと同等

以上の資格を有すると認定した者であって、２

年以上障害福祉サービスに係る業務に従事した

 指導員又は保育士 指定放課後等デイサービ

スの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて

専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当

たる指導員又は保育士の合計数が、ア又はイに

掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれア又

はイに定める数以上 



もの（以下「障害福祉サービス経験者」という。

  ） 指定放課後等デイサービスの単位ごとにそ

の提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課

後等デイサービスの提供に当たる児童指導員、

  保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数が、

  ア又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ、そ

れぞれア又はイに定める数以上 

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］ 

 ［略］    ［略］ 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等

デイサービス事業所において日常生活を営むのに

必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職

員を置かなければならない。この場合において、

当該機能訓練担当職員が指定放課後等デイサービ

スの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専

ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる

場合には、当該機能訓練担当職員の数を児童指導

員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数

に含めることができる。 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等

デイサービス事業所において日常生活を営むのに

必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職

員を置かなければならない。この場合において、

当該機能訓練担当職員が指定放課後等デイサービ

スの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専

ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる

場合には、当該機能訓練担当職員の数を指導員又

は保育士の合計数に含めることができる。 

３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 

５ 第１項第１号の児童指導員、保育士又は障害福

祉サービス経験者のうち、１人以上は、常勤でな

ければならない。 

５ 第１項第１号の指導員又は保育士のうち、１人

以上は、常勤でなければならない。 

６ 第１項第１号の児童指導員、保育士及び障害福

祉サービス経験者の半数以上は、児童指導員又は

保育士でなければならない。 

７ ［略］ ６ ［略］ 

 （情報の提供等） 

第７７条の２ 指定放課後等デイサービス事業者は、

 指定放課後等デイサービスを利用しようとする障

害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、

 当該指定放課後等デイサービス事業者が実施する

事業の内容に関する情報の提供を行わなければな

らない。 

２ 指定放課後等デイサービス事業者は、当該指定

放課後等デイサービス事業者について広告をする

場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大な

ものとしてはならない。 

３ 指定放課後等デイサービス事業者は、次条にお

いて準用する第２７条第３項の規定により、その

提供する指定放課後等デイサービスの質の評価及

び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項につ

いて、自ら評価を行うとともに、当該指定放課後

等デイサービス事業者を利用する障害児の保護者

による評価を受けて、その改善を図らなければな

らない。 

 当該指定放課後等デイサービス事業者を利用

する障害児及びその保護者の意向、障害児の適



性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援を

提供するための体制の整備の状況 

 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための

取組の状況 

 指定放課後等デイサービスの事業の用に供す

る設備及び備品等の状況 

 関係機関及び地域との連携、交流等の取組の

状況 

 当該指定放課後等デイサービス事業者を利用

する障害児及びその保護者に対する必要な情報

の提供、助言その他の援助の実施状況 

 緊急時等における対応方法及び非常災害対策

 指定放課後等デイサービスの提供に係る業務

の改善を図るための措置の実施状況 

４ 指定放課後等デイサービス事業者は、おおむね

１年に１回以上、前項の評価及び改善の内容をイ

ンターネットの利用その他の方法により公表しな

ければならない。 

（準用） （準用） 

第７８条 第１３条から第２３条まで、第２５条か

ら第３１条まで、第３３条、第３５条から第４６

条まで、第４８条、第５０条、第５１条、第５２

条第１項及び第５３条から第５５条までの規定は、

 指定放課後等デイサービスの事業について準用す

る。この場合において、第１３条第１項中「第３

８条」とあるのは「第７８条において準用する第

３８条」と、第１６条中「第５０条第１項」とあ

るのは「第７８条において準用する第５０条第１

項」と、第１７条中「第３８条第６号及び第５２

条第２項」とあるのは「第７８条において準用す

る第３８条第６号」と、第２３条第２項中「次条

第１項」とあるのは「第７７条第１項」と、第２

６条第２項中「第２４条第２項」とあるのは「第

７７条第２項」と、第２７条第１項中「次条第１

項に規定する児童発達支援計画」とあるのは「第

７８条において読み替えて準用する次条第１項に

規定する放課後等デイサービス計画」と、第２８

条第１項中「第５５条第２項第２号において「児

童発達支援計画」という」とあるのは「第７８条

において準用する第５５条第２項第２号において

「放課後等デイサービス計画」という」と、同条

第２項、第４項から第８項まで及び第１０項中「

児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサ

ービス計画」と、第２９条中「前条」とあるのは

「第７８条において準用する前条」と、同条第１

号中「次条」とあるのは「第７８条において準用

する次条」と、第４４条中「前条」とあるのは「

第７８条において準用する前条」と、第５５条第

第７８条 第１３条から第２３条まで、第２５条か

ら第３１条まで、第３３条、第３５条から第４６

条まで、第４８条から第５１条まで、第５２条第

１項及び第５３条から第５５条までの規定は、指

定放課後等デイサービスの事業について準用する。

 この場合において、第１３条第１項中「第３８条

」とあるのは「第７８条において準用する第３８

条」と、第１６条中「第５０条第１項」とあるの

は「第７８条において準用する第５０条第１項」

と、第１７条中「第３８条第６号及び第５２条第

２項」とあるのは「第７８条において準用する第

３８条第６号」と、第２３条第２項中「次条第１

項」とあるのは「第７７条第１項」と、第２６条

第２項中「第２４条第２項」とあるのは「第７７

条第２項」と、第２７条第１項中「次条第１項に

規定する児童発達支援計画」とあるのは「第７８

条において読み替えて準用する次条第１項に規定

する放課後等デイサービス計画」と、第２８条第

１項中「第５５条第２項第２号において「児童発

達支援計画」という」とあるのは「第７８条にお

いて準用する第５５条第２項第２号において「放

課後等デイサービス計画」という」と、同条第２

項、第４項から第８項まで及び第１０項中「児童

発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービ

ス計画」と、第２９条中「前条」とあるのは「第

７８条において準用する前条」と、同条第１号中

「次条」とあるのは「第７８条において準用する

次条」と、第４４条中「前条」とあるのは「第７

８条において準用する前条」と、第５５条第２項



２項第１号中「第２２条第１項」とあるのは「第

７８条において準用する第２２条第１項」と、同

項第２号中「児童発達支援計画」とあるのは「放

課後等デイサービス計画」と、同項第３号中「第

３６条」とあるのは「第７８条において準用する

第３６条」と、同項第４号中「第４５条第２項」

とあるのは「第７８条において準用する第４５条

第２項」と、同項第５号中「第５１条第２項」と

あるのは「第７８条において準用する第５１条第

２項」と、同項第６号中「第５３条第２項」とあ

るのは「第７８条において準用する第５３条第２

項」と読み替えるものとする。 

第１号中「第２２条第１項」とあるのは「第７８

条において準用する第２２条第１項」と、同項第

２号中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後

等デイサービス計画」と、同項第３号中「第３６

条」とあるのは「第７８条において準用する第３

６条」と、同項第４号中「第４５条第２項」とあ

るのは「第７８条において準用する第４５条第２

項」と、同項第５号中「第５１条第２項」とある

のは「第７８条において準用する第５１条第２項

」と、同項第６号中「第５３条第２項」とあるの

は「第７８条において準用する第５３条第２項」

と読み替えるものとする。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第７９条 放課後等デイサービスに係る基準該当通

所支援（以下「基準該当放課後等デイサービス」

という。）の事業を行う者（以下「基準該当放課

後等デイサービス事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「基準該当放課後等デイサー

ビス事業所」という。）に置くべき従業者及びそ

の員数は、次のとおりとする。 

第７９条 放課後等デイサービスに係る基準該当通

所支援（以下「基準該当放課後等デイサービス」

という。）の事業を行う者（以下「基準該当放課

後等デイサービス事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「基準該当放課後等デイサー

ビス事業所」という。）に置くべき従業者及びそ

の員数は、次のとおりとする。 

 児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経

験者 基準該当放課後等デイサービスの単位ご

とにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基

準該当放課後等デイサービスの提供に当たる児

童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者

の合計数が、ア又はイに掲げる障害児の数の区

分に応じ、それぞれア又はイに定める数以上 

 指導員又は保育士 基準該当放課後等デイサ

ービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通

じて専ら当該基準該当放課後等デイサービスの

提供に当たる指導員又は保育士の合計数が、ア

又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ、それ

ぞれア又はイに定める数以上 

ア・イ ［略］   ア・イ ［略］ 

 ［略］    ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 第１項第１号の児童指導員、保育士及び障害福

祉サービス経験者の半数以上は、児童指導員又は

保育士でなければならない。 

（準用） （準用） 

第８１条 第８条、第１３条から第２３条まで、第

２６条第２項、第２７条から第３１条まで、第３

３条、第３５条から第４６条まで、第４８条、第

５０条、第５１条、第５２条第１項、第５３条か

ら第５５条まで、第６０条から第６１条の２まで、

 第７２条、第７７条（第１項を除く。）及び第７

７条の２の規定は、基準該当放課後等デイサービ

スの事業について準用する。この場合において、

第１３条第１項中「第３８条」とあるのは「第８

１条において準用する第３８条」と、第１６条中

「第５０条第１項」とあるのは「第８１条におい

て準用する第５０条第１項」と、第１７条中「第

３８条第６号及び第５２条第２項」とあるのは「

第８１条 第８条、第１３条から第２３条まで、第

２６条第２項、第２７条から第３１条まで、第３

３条、第３５条から第４６条まで、第４８条から

第５１条まで、第５２条第１項、第５３条から第

５５条まで、第６０条から第６１条の２まで、第

 ７２条及び第７７条（第１項を除く。）の規定は、

 基準該当放課後等デイサービスの事業について準

用する。この場合において、第１３条第１項中「

第３８条」とあるのは「第８１条において準用す

る第３８条」と、第１６条中「第５０条第１項」

とあるのは「第８１条において準用する第５０条

第１項」と、第１７条中「第３８条第６号及び第

５２条第２項」とあるのは「第８１条において準



第８１条において準用する第３８条第６号」と、

第２３条第２項中「次条第１項から第３項まで」

とあるのは「第８１条において準用する第７７条

第２項及び第３項」と、第２６条第２項中「第２

４条第２項」とあるのは「第８１条において準用

する第７７条第２項」と、第２８条第１項中「第

５５条第２項第２号」とあるのは「第８１条にお

いて準用する第５５条第２項第２号」と、第２９

条中「前条」とあるのは「第８１条において準用

する前条」と、同条第１号中「次条」とあるのは

「第８１条において準用する次条」と、第４４条

中「前条」とあるのは「第８１条において準用す

る前条」と、第５５条第２項第１号中「第２２条

第１項」とあるのは「第８１条において準用する

第２２条第１項」と、同項第３号中「第３６条」

とあるのは「第８１条において準用する第３６条

」と、同項第４号中「第４５条第２項」とあるの

は「第８１条において準用する第４５条第２項」

と、同項第５号中「第５１条第２項」とあるのは

「第８１条において準用する第５１条第２項」と、

 同項第６号中「第５３条第２項」とあるのは「第

８１条において準用する第５３条第２項」と、第

６０条中「この節（前条（第２４条第２項、第３

項、第５項及び第６項の規定を準用する部分に限

る。）を除く。）」とあるのは「第７９条から第

８１条まで（同条において第６０条及び第７７条

（第１項を除く。）の規定を準用する部分を除く。

 ）」と、第６１条中「この節（第５９条（第２４

条第２項、第３項、第５項及び第６項の規定を準

用する部分に限る。）を除く。）」とあるのは「

第７９条から第８１条まで（同条において第６１

条及び第７７条（第１項を除く。）の規定を準用

する部分を除く。）」と、第６１条の２中「この

節（第５９条（第２４条第２項、第３項、第５項

及び第６項の規定を準用する部分に限る。）を除

く。）」とあるのは「第７９条から第８１条まで

（同条において第６１条の２及び第７７条（第１

項を除く。）の規定を準用する部分を除く。）」

と、第７７条第３項中「前２項」とあるのは「前

項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前

２項」と、第７７条の２第３項中「次条」とある

のは「第８１条」と読み替えるものとする。 

用する第３８条第６号」と、第２３条第２項中「

次条第１項から第３項まで」とあるのは「第８１

条において準用する第７７条第２項及び第３項」

と、第２６条第２項中「第２４条第２項」とある

のは「第８１条において準用する第７７条第２項

」と、第２８条第１項中「第５５条第２項第２号

」とあるのは「第８１条において準用する第５５

条第２項第２号」と、第２９条中「前条」とある

のは「第８１条において準用する前条」と、同条

第１号中「次条」とあるのは「第８１条において

準用する次条」と、第４４条中「前条」とあるの

は「第８１条において準用する前条」と、第５５

条第２項第１号中「第２２条第１項」とあるのは

「第８１条において準用する第２２条第１項」と、

 同項第３号中「第３６条」とあるのは「第８１条

において準用する第３６条」と、同項第４号中「

第４５条第２項」とあるのは「第８１条において

準用する第４５条第２項」と、同項第５号中「第

５１条第２項」とあるのは「第８１条において準

用する第５１条第２項」と、同項第６号中「第５

３条第２項」とあるのは「第８１条において準用

する第５３条第２項」と、第６０条中「この節（

前条（第２４条第２項、第３項、第５項及び第６

項の規定を準用する部分に限る。）を除く。）」

とあるのは「第７９条から第８１条まで（同条に

おいて第６０条及び第７７条（第１項を除く。）

の規定を準用する部分を除く。）」と、第６１条

 中「この節（第５９条（第２４条第２項、第３項、

 第５項及び第６項の規定を準用する部分に限る。

）を除く。）」とあるのは「第７９条から第８１

条まで（同条において第６１条及び第７７条（第

１項を除く。）の規定を準用する部分を除く。）

」と、第６１条の２中「この節（第５９条（第２

４条第２項、第３項、第５項及び第６項の規定を

準用する部分に限る。）を除く。）」とあるのは

「第７９条から第８１条まで（同条において第６

１条の２及び第７７条（第１項を除く。）の規定

を準用する部分を除く。）」と、第７７条第３項

中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第４項

中「前３項」とあるのは「前２項」と読み替える

ものとする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 



２ この条例の施行の際現に指定を受けているこの条例による改正前のさいたま市指

定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第７３条に規定す

る指定放課後等デイサービス事業者については、この条例による改正後のさいたま

市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第７３条の規

定にかかわらず、平成３０年３月３１日までの間は、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現にこの条例による改正前のさいたま市指定通所支援の事業

等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第７９条に規定する基準該当放課後

等デイサービスに関する基準を満たしている基準該当放課後等デイサービス事業者

については、この条例による改正後のさいたま市指定通所支援の事業等の人員、設

備及び運営の基準等に関する条例第７９条の規定にかかわらず、平成３０年３月３

１日までの間は、なお従前の例による。 



さいたま市条例第３９号 

さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

さいたま市国民健康保険税条例（平成１４年さいたま市条例第２８号）の一部を次

のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （国民健康保険税の減額）  （国民健康保険税の減額）

第２１条 次の各号に掲げる国民健康保険税の納税

義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第

３条第２項本文の基礎課税額から当該各号アに掲

げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

５２万円を超える場合には、５２万円）及び同条

第３項本文の後期高齢者支援金等課税額から当該

各号イに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が１６万円を超える場合には、１６万円

）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額から

当該各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１３万円を超える場合には、１３

万円）の合算額とする。

第２１条 次の各号に掲げる国民健康保険税の納税

義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第

３条第２項本文の基礎課税額から当該各号アに掲

げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

５２万円を超える場合には、５２万円）及び同条

第３項本文の後期高齢者支援金等課税額から当該

各号イに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が１６万円を超える場合には、１６万円

）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額から

当該各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１３万円を超える場合には、１３

万円）の合算額とする。

 ［略］  ［略］

 世帯主、当該年度の賦課期日現在においてそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者につき算定した法第３１４条

の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、法第３１４条の２第２項に規

定する金額に当該被保険者の数及び特定同一世

帯所属者の数の合計数に２７万円を乗じて得た

額を加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前号に該当する者を除く。）

 世帯主、当該年度の賦課期日現在においてそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者につき算定した法第３１４条

の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、法第３１４条の２第２項に規

定する金額に当該被保険者の数及び特定同一世

帯所属者の数の合計数に２６万５，０００円を

乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者（前号に該当する者を除く。）

  ア～ウ ［略］   ア～ウ ［略］

 世帯主、当該年度の賦課期日現在においてそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者につき算定した法第３１４条

の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、法第３１４条の２第２項に規

定する金額に当該被保険者の数及び特定同一世

帯所属者の数の合計数に４９万円を乗じて得た

 世帯主、当該年度の賦課期日現在においてそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者につき算定した法第３１４条

の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、法第３１４条の２第２項に規

定する金額に当該被保険者の数及び特定同一世

帯所属者の数の合計数に４８万円を乗じて得た



額を加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前２号に該当する者を除く。）

額を加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前２号に該当する者を除く。）

  ア～ウ ［略］   ア～ウ ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例第２１条第１項第２号及

び第３号の規定は、平成２９年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、

平成２８年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。



さいたま市条例第４０号 

   さいたま市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 さいたま市消防団員等公務災害補償条例（平成１３年さいたま市条例第２８３号）

の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （補償基礎額）  （補償基礎額） 

第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。

 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若し

くは疾病にかかり、又は公務による負傷若しく

は疾病により死亡し、若しくは障害の状態とな

った場合には、死亡若しくは負傷の原因である

事故が発生した日又は診断により死亡の原因で

ある疾病の発生が確定した日若しくは診断によ

り疾病の発生が確定した日において当該消防団

員が属していた階級及び当該階級に任命された

日からの勤務年数に応じて別表に定める額とす

る。 

 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若し

くは疾病にかかり、又は公務による負傷若しく

は疾病により死亡し、若しくは障害の状態とな

った場合にあっては、死亡若しくは負傷の原因

である事故が発生した日又は診断によって死亡

の原因である疾病の発生が確定した日若しくは

診断によって疾病の発生が確定した日において

当該消防団員が属していた階級及び当該階級に

任命された日からの勤務年数に応じて別表に定

める額とする。 

 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水

防従事者又は応急措置従事者（以下「消防作業

従事者等」という。）が消防作業等に従事し、

若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業

務に従事したことにより死亡し、負傷し、若し

くは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、

若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業

務に従事したことによる負傷若しくは疾病によ

り死亡し、若しくは障害の状態となった場合に

は、８，８００円とする。ただし、その額が、

その者の通常得ている収入の日額に比して公正

を欠くと認められるときは、１万４，２００円

を超えない範囲内においてこれを増額した額と

することができる。 

 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水

防従事者又は応急措置従事者（以下「消防作業

従事者等」という。）が消防作業等に従事し、

若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業

務に従事したことにより死亡し、負傷し、若し

くは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、

若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業

務に従事したことによる負傷若しくは疾病によ

り死亡し、若しくは障害の状態となった場合に

あっては、８，８００円とする。ただし、その

額が、その者の通常得ている収入の日額に比し

て公正を欠くと認められるときは、１万４，２

００円を超えない範囲内においてこれを増額し

た額とすることができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、消防団員

又は消防作業従事者等（以下「消防団員等」とい

う。）の死亡若しくは負傷の原因である事故が発

生した日又は診断により死亡の原因である疾病の

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、消防団員

又は消防作業従事者等（以下「消防団員等」とい

う。）の死亡若しくは負傷の原因である事故が発

生した日又は診断によって死亡の原因である疾病



発生が確定した日若しくは診断により疾病の発生

が確定した日において、他に生計のみちがなく主

として消防団員等の扶養を受けていたものを扶養

親族とし、扶養親族のある消防団員等については、

 前項の規定による金額に、第１号に該当する扶養

親族については３３３円を、第２号に該当する扶

養親族については１人につき２６７円（消防団員

等に第１号に該当する者がない場合には、そのう

ち１人については３３３円）を、第３号から第６

号までのいずれかに該当する扶養親族については

１人につき２１７円（消防団員等に第１号に該当

する者及び第２号に該当する扶養親族がない場合

には、そのうち１人については３００円）を、そ

れぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とする。

の発生が確定した日若しくは診断によって疾病の

発生が確定した日において、他に生計のみちがな

く主として消防団員等の扶養を受けていたものを

扶養親族とし、扶養親族のある消防団員等につい

ては、前項の規定による金額に、第１号に該当す

る扶養親族については４３３円を、第２号から第

５号までのいずれかに該当する扶養親族について

は１人につき２１７円（消防団員等に第１号に掲

げる者がない場合にあっては、そのうち１人につ

いては３６７円）を、それぞれ加算して得た額を

もって補償基礎額とする。 

 ［略］    ［略］ 

 ２２歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

での間にある子 

 ２２歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

での間にある子及び孫 

 ２２歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

での間にある孫 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

４ 扶養親族たる子のうちに１５歳に達する日後の

最初の４月１日から２２歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間（以下この項において「特

定期間」という。）にある子がいる消防団員等に

ついては、前項の規定にかかわらず、１６７円に

特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて

得た額を同項の規定による額に加算した額をもっ

て補償基礎額とする。 

４ 扶養親族たる子のうちに満１５歳に達する日後

の最初の４月１日から満２２歳に達する日以後の

最初の３月３１日までの間（以下「特定期間」と

いう。）にある子がいる消防団員等については、

前項の規定にかかわらず、１６７円に特定期間に

ある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同

項の規定による額に加算した額をもって補償基礎

額とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後のさいたま市消防団員等公務災害補償条例第５条第３項の

規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償及び同日前に

支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺

族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用し、同日前に支給す

べき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事

由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。 


